
【男子ダブルス】

１１９歳以下

　１位・２位トーナメント

１位 藤本武司 (東京･ニッタクサンフレンド) 寺井聡志 (茨城･ニッタクサンフレンド)

２位 香川浩幸 (札幌･厚友会) 原岡明彦 (札幌･健卓会)

３位 鈴木佑介 (札幌･ニッタククラブ) 渡部之伸 (小樽･小樽市役所)

３位 神秀行 (青森･ねぶた青森) 内村隆司 (青森･ねぶた青森)

　３位・４位トーナメント

１位 長谷川司 (札幌･ＴＣけんぶち) 元嶋徹 (札幌･前田クラブ)

２位 福士修 (函館･卓球ｼｮｯﾌﾟｽﾏｯｼｭ) 米木仁志 (函館･卓球ｼｮｯﾌﾟｽﾏｯｼｭ)

１２０歳～１２９歳

決勝リーグ

１位 山本　保 (富山･のと楽グループ) 日下部秀雄 (富山･のと楽グループ)

２位 鰺岡正明 (札幌･北海道アスティーダ) 矢取雅秀 (愛知･Lフレンド)

３位

３位 (･) (･)

　３位・４位トーナメント

１位 (･) (･)

２位 (･) (･)

１３０歳～１３９歳

　１位・２位トーナメント

１位 櫻田晴夫 (青森･十和田熟年卓球クラブ) 三浦　浩 (青森･十和田熟年卓球クラブ)

２位 太田口和夫 (千葉･千葉クラブ) 石井博雄 (秋田･秋田卓球会館)

３位 鈴木則行 (函館･函ラジ８) 佐々木達志 (函館･北海道アスティーダ)

３位 大久保勝 (兵庫･ＨＹＯＧＯラージ) 逆瀬川伸恵 (兵庫･ＨＹＯＧＯラージ)

　３位・４位トーナメント

１位 桑田皇人 (札幌･セントラル) 水野恭一 (札幌･北クラブ)

２位 池田英男 (函館･個人) 永井一男 (函館･道南クラブ)

１４０歳～１４９歳

　１位・２位トーナメント

１位 下田真之 (札幌･星球会) 吉田留夫 (札幌･苗卓会)

２位 松橋勝見 (秋田･暖衛工業クラブ) 渡辺富雄 (秋田･ドリームＬＣ)

３位 布施昭則 (青森･むつ木曜クラブ) 秋田晃 (青森･むつ木曜クラブ)

３位 下山浩悦 (青森･水酔会) 菊地了 (青森･水酔会)

　３位・４位トーナメント

１位 佐藤信幸 (岩手･ラージフレンド岩手) 下川原仁 (岩手･ラージフレンド岩手)

２位 小田文雄 (函館･市役所クラブ) 堂垣秀康 (兵庫･豊岡４４クラブ)

令和４年度　第２０回 函館オープン ニッタク杯 ラージボール卓球 漁火大会
令和４年４月２日（土）～４月３日（日）　　会場：函館アリーナ　　

＜大会結果①＞４月２日(土）



【男子ダブルス】

令和４年度　第２０回 函館オープン ニッタク杯 ラージボール卓球 漁火大会
令和４年４月２日（土）～４月３日（日）　　会場：函館アリーナ　　

＜大会結果①＞４月２日(土）

１５０歳～１５９歳

　１位・２位トーナメント

１位 川嶋稔史 (江別･大麻卓球クラブ) 本吉敏 (江別･卓正会)

２位 岩坂達哉 (函館･卓友会) 安久津吉延 (岩手･釜石卓球クラブ)

３位 笹森慎一 (青森･五所川原卓愛会) 小林榮 (青森･ねぶた青森)

３位 皆松昭夫 (札幌･卓友会) 木滑満 (江別･江卓クラブ)

　３位・４位トーナメント

１位 釘本一典 (福岡･大野城ラージ) 猪原美美 (福岡･香椎卓球クラブ)

２位 田村迪明 (札幌･苗卓会) 宮脇孝 (札幌･北クラブ)

１６０歳以上

決勝リーグ

１位 渡辺廣光 (函館･卓栄会) 臼木卯吉 (函館･市役所クラブ)

２位 成田哲央 (札幌･来夢100) 瀧本剛夫 (函館･卓栄会)

３位 船橋栄吉 (青森･ミドルエイジ卓球) 山内冨裕 (青森･沖館新卓球クラブ)

３位



【女子ダブルス】

１１９歳以下

　１位・２位トーナメント

１位 安田美香 (札幌･個人) 川崎弘美 (札幌･富良野市役所)

２位 山崎玲奈 (青森･神山TTC) 入江香里 (函館･タクティブ函館)

３位 北山春妃 (函館･MCクラブ) 北山優妃 (函館･MCクラブ)

３位 村上法子 (函館･卓栄会) 成田琴菜 (函館･卓心会)

　３位・４位トーナメント

１位 玉山真弓 (函館･チーム一本木) 山崎朋代 (函館･チーム一本木)

２位 川本朋子 (函館･卓球ｼｮｯﾌﾟｽﾏｯｼｭ) 原岡真由美 (札幌･健卓会)

１２０歳～１２９歳

１位 杉山千鶴代 (青森･チームナラオカ) 福嶋洋子 (青森･チームナラオカ)

２位 発田徳子 (富山･のと楽グループ) 下内美都子 (石川･のと楽グループ)

３位 下田順子 (札幌･月寒マスカット) 元嶋賀子 (札幌･中央クラブ)

１位

２位 (･) (･)

１３０歳～１３９歳

　１位・２位トーナメント

１位 翁淑美 (福岡･久留米フレンド) 簀河原裕子 (大分･ＲＡＬＬＹ－ＯＮ)

２位 朝田知美 (兵庫･ＨＹＯＧＯラージ) 福岡房枝 (兵庫･ＨＹＯＧＯラージ)

３位 先名千晶 (函館･函ラジ８) 清水祥子 (秋田･こまちレディース)

３位 小倉ちゑ (青森･チームナラオカ) 原田恭子 (函館･卓栄会)

　３位・４位トーナメント

１位 田縁紀子 (札幌･月寒マスカット) 篠原優子 (札幌･月寒マスカット)

２位 房立利栄 (函館･卓友会) 竹原まゆみ (函館･卓友会)

１４０歳～１４９歳

　１位・２位トーナメント

１位 中村眞知子 (青森･ねぶた青森) 田中千鶴子 (青森･ねぶた青森)

２位 中野誠子 (青森･十和田熟年卓球クラブ) 遠藤秀子 (青森･十和田熟年卓球クラブ)

３位 今渕マサ子 (岩手･ラージフレンド岩手) 下川原昭子 (岩手･ラージフレンド岩手)

３位 大西多美江 (札幌･北クラブ) 水野倫子 (札幌･北クラブ)

　３位・４位トーナメント

１位 木村協子 (青森･五所川原卓愛会) 成田タエ子 (青森･五所川原卓愛会)

２位 米谷隆子 (青森･五所川原卓愛会) 関根恭代 (栃木･祇園会)

令和4年度　第20回 函館オープン ニッタク杯 ラージボール卓球 漁火大会
令和4年４月２日（土）～３日（日）　　会場：函館アリーナ　　



【女子ダブルス】

令和4年度　第20回 函館オープン ニッタク杯 ラージボール卓球 漁火大会
令和4年４月２日（土）～３日（日）　　会場：函館アリーナ　　

１５０歳～１５９歳

　１位・２位トーナメント

１位 樋口恵美子 (江別･江別サンダーズ) 清水則子 (江別･江別サンダーズ)

２位 藤森登喜 (青森･クラブひとみ) 丹藤和子 (青森･弘前ラージ)

３位 瀧本暁子 (函館･卓栄会) 西田眞知子 (函館･函ラジ８)

３位 新井敏子 (岩手･ラージフレンド岩手) 佐藤孝子 (福島･チームAI)

　３位・４位トーナメント

１位 山中文子 (函館･HYS) 河上民江 (函館･函館ラ健会)

２位 堂垣早苗 (兵庫･豊岡４４クラブ) 置鮎勝美 (千葉･佐倉ラージ)

１６０歳以上

１位 石井美尾 (兵庫･HYOGOﾗｰｼﾞ) 田中準子 (兵庫･HYOGOﾗｰｼﾞ)

２位 渡辺フサ (青森･弘前ラージ) 中山和子 (青森･弘前ラージ)

３位 福田昭子 (鳥取･ラージＱ) 小金丸朋子 (札幌･キャッスル)



【混合ダブルス】
１１９歳以下

　１位・２位トーナメント

１位 藤本武司 (東京･ニッタクサンフレンド) 山崎玲奈 (青森･神山JTTC)

２位 山崎翔平 (函館･チーム一本木) 山崎朋代 (函館･チーム一本木)

３位 鈴木佑介 (札幌･ニッタククラブ) 三浦ほのか (函館･南茅部卓球少年団)

３位 原岡明彦 (札幌･健卓会) 杉山千鶴代 (青森･チームナラオカ)

　３位・４位トーナメント

１位 元嶋　徹 (札幌･中央クラブ) 元嶋賀子 (札幌･前田クラブ)

２位 川辺悠基 (函館･チーム一本木) 玉山真弓 (函館･チーム一本木)

１２０歳～１２９歳

　１位・２位トーナメント

１位 下田真之 (札幌･星球会) 安田美香 (札幌･個人)

２位 神　秀行 (青森･ねぶた青森) 佐藤孝子 (福島･チームＡＩ)

３位 日下部秀雄 (富山･のと楽グループ) 発田徳子 (富山･のと楽グループ)

３位 佐々木卓也 カムバック 下田順子 (札幌･月寒マスカット)

　３位・４位トーナメント

１位 矢取雅秀 (愛知･Ｌフレンド) 矢取芳子 (愛知･Ｌフレンド)

２位 佐藤友視 卓球ｼｮｯﾌﾟｽﾏｯｼｭ 鹿内妙子 (青森･ＴＭＣ)

１３０歳～１３９歳

　１位・２位トーナメント

１位 吉田留夫 (札幌･苗卓会) 川崎弘美 (札幌･富良野市役所)

２位 大久保勝 (兵庫･ＨＹＯＧＯラージ) 逆瀬川伸恵 (兵庫･ＨＹＯＧＯラージ)

３位 松橋勝見 (秋田･暖衛工業クラブ) 清水祥子 (秋田･こまちレディース)

３位 鰺岡正明 (札幌･北海道アスティーダ) 浮須奈々子 (札幌･厚友会)

　３位・４位トーナメント

１位 奈良岡克彦 (青森･チームナラオカ) 小倉ちゑ (青森･チームナラオカ)

２位 石川千春 (函館･道南クラブ) 米塚ちづ子 (函館･卓友会)

１４０歳～１４９歳

　１位・２位トーナメント

１位 櫻田晴夫 (青森･十和田熟年卓球クラブ) 中野誠子 (青森･十和田熟年卓球クラブ)

２位 大田口和夫 (千葉･千葉クラブ) 村上法子 (函館･卓栄会)

３位 大平栄 (函館･卓栄会) 水澤ゆり子 (函館･卓栄会)

３位 桑田皇人 (札幌･セントラル) 大西多美江 (札幌･北クラブ)

　３位・４位トーナメント

１位 木滑満 (江別･江卓クラブ) 木村協子 (青森･五所川原卓愛会)

２位 笹川幸八 (江別･野幌クラブ) 樋口恵美子 (江別･江別サンダーズ)

令和４年度　第２０回 函館オープン ニッタク杯 ラージボール卓球 漁火大会

＜大会結果①＞４月２日(土）

令和４年４月２日（土）～４月３日（日）　　会場：函館アリーナ　　



【混合ダブルス】

令和４年度　第２０回 函館オープン ニッタク杯 ラージボール卓球 漁火大会

＜大会結果①＞４月２日(土）

令和４年４月２日（土）～４月３日（日）　　会場：函館アリーナ　　

１５０歳～１５９歳

　１位・２位トーナメント

１位 小林榮 (青森･ねぶた青森) 直井ゆきよ (青森･ねぶた青森)

２位 岩坂達哉 (函館･卓栄会) 瀧本暁子 (函館･卓栄会)

３位 布施昭則 (青森･むつ木曜クラブ) 菊池範子 (青森･むつ木曜クラブ)

３位 安久津吉延 (岩手･釜石卓球クラブ) 先名千晶 (函館･函ラジ８)

　３位・４位トーナメント

１位 今井重明 (青森･弘前ラージ) 渡辺フサ (青森･弘前ラージ)

２位 山田信三郎 (札幌･札幌ＬＣＡ) 谷山豊子 (札幌･札幌ＬＣＡ)

１６０歳以上

　１位・２位トーナメント

１位 山内冨裕 (青森･沖館新卓球クラブ) 三上民江 (青森･青森ミドルエイヂ卓球クラブ)

２位 川嶋稔史 (江別･大麻卓球クラブ) 石郷岡八重子 (青森･青森ミドルエイヂ卓球クラブ)

３位 船橋栄吉 (青森･青森ミドルエイヂ卓球クラブ) 山本泰子 (青森･青森ミドルエイヂ卓球クラブ)

３位 田村迪明 (札幌･苗卓会) 小金丸朋子 (札幌･キャッスル)

　３位・４位トーナメント

１位 石井美尾 (兵庫･ＨＹＯＧＯラージ) 田中準子 (兵庫･ＨＹＯＧＯラージ)

２位 瀧本剛夫 (函館･卓栄会) 中山和子 (青森･弘前ラージ)



＜大会結果②＞　４月３日(日)

【男子シングルス】

49歳以下 １位・２位トーナメント
１位 鈴木佑介 (札幌･ニッタククラブ)
２位 寺井聡志 (茨城･ニッタクサンフレンド)
３位 森隆一郎 (佐賀･にこにこパワーズ)
３位 山崎翔平 (函館･チーム一本木)

３位・４位トーナメント
１位 川辺悠基 (函館･チーム一本木)
２位 石岡智幸 (青森･クラブひとみ)

50歳～59歳 １位・２位トーナメント
１位 藤本武司 (東京･ニッタクサンフレンド)
２位 山本　保 (石川･のと楽グループ)
３位 三並博貴 (旭川･Aｓｔｅｒｉｓｋ)
３位 神　　秀行 (青森･ねぶた青森)

３位・４位トーナメント
１位 元嶋　徹 (札幌･前田クラブ)
２位 長谷川司 (札幌･TCけんぶち)

60歳～64歳 １位・２位トーナメント
１位 香川浩幸 (札幌･厚友会)
２位 奈良岡克彦 (青森･チームナラオカ)
３位 三浦　浩 (青森･十和田熟年卓球クラブ)
３位 内村隆司 (青森･ねぶた青森)

３位・４位トーナメント
１位 渡部之伸 (小樽･小樽市役所)
２位 佐々木卓也 (函館･カムバック)

65歳～69歳 １位・２位トーナメント
１位 鈴木則行 (函館･函ラジ８)
２位 桑田皇人 (札幌･セントラル)
３位 浦丸和樹 (福岡･博多ベテラン会)
３位 佐々木達志 (函館･北海道アスティーダ)

３位・４位トーナメント
１位 矢取雅秀 (愛知･Lフレンド)
２位 古賀一彦 (福岡･三潴WORKD)

70歳～74歳 １位・２位トーナメント
１位 下田真之 (札幌･星球会)
２位 小田文雄 (函館･市役所クラブ)
３位 渡辺富雄 (栃木･ドリームLC)
３位 下山浩悦 (青森･水酔会)

３位・４位トーナメント
１位 吉田留夫 (札幌･苗卓会)
２位 佐藤信幸 (岩手･ラージフレンド岩手)

75歳～79歳 １位・２位トーナメント
１位 太田口和夫 (千葉･千葉クラブ)
２位 櫻田晴夫 (青森･十和田熟年卓球クラブ)
３位 堂垣秀康 (兵庫･豊岡４４クラブ)
３位 白戸文昭 (青森･青森ミドルエイヂ卓球クラブ)

３位・４位トーナメント
１位 青木浩佑 (函館･卓栄会)
２位 田村迪明 (札幌･苗卓会)

80歳以上 １位・２位トーナメント
１位 安久津吉延 (岩手･釜石卓球クラブ)
２位 釘本一典 (福岡･大野城ラージ)
３位 大久保勝 (兵庫･HYOGOﾗｰｼﾞ)
３位 臼木卯吉 (函館･市役所クラブ)

３位・４位トーナメント
１位 山内冨裕 (青森･沖館新卓球クラブ)
２位 川嶋稔史 (江別･大麻卓球クラブ)

令和４年度　第２０回 函館オープン ニッタク杯 ラージボール卓球 漁火大会
令和4年４月２日(土)～４月３日(日)　　会場：函館アリーナ　　



＜大会結果①＞　４月３日(日)

【女子シングルス】

49歳以下 １位・２位トーナメント　決勝リーグ
１位 山崎朋代 (函館･チーム一本木)

２位 三浦ほのか (函館･南茅部卓球少年団)

３位 北山春妃 (函館･MCクラブ)

50歳～59歳 １位・２位トーナメント
１位 安田美香 (札幌･個人)

２位 逆瀬川伸恵 (兵庫･HYOGOﾗｰｼﾞ)

３位 下内美都子 (石川･のと楽グループ)

３位 杉山千鶴代 (青森･チームナラオカ)

３位・４位トーナメント
１位 朝田知美 (兵庫･HYOGOﾗｰｼﾞ)

２位 玉山真弓 (函館･チーム一本木)

60歳～64歳 １位・２位トーナメント
１位 川崎弘美 (札幌･富良野市役所)

２位 元嶋賀子 (札幌･中央クラブ)

３位 矢取芳子 (愛知･Lフレンド)

３位 三谷真知子 (函館･函館ラ健会)

３位・４位トーナメント
１位 下田順子 (札幌･月寒マスカット)

２位 発田徳子 (富山･のと楽グループ)

65歳～69歳 １位・２位トーナメント
１位 小倉ちゑ (青森･チームナラオカ)

２位 清水祥子 (秋田･こまちレディース)

３位 西田眞知子 (函館･函ラジ８)

３位 浮須奈々子 (札幌･厚友会)

３位・４位トーナメント
１位 翁　淑美 (福岡･久留米フレンド)

２位 松橋明美 (青森･水酔会)

70歳～74歳 １位・２位トーナメント
１位 水澤ゆり子 (函館･卓翔会)

２位 荒谷啓子 (函館･卓栄会)

３位 村上法子 (函館･卓栄会)

３位 米谷隆子 (青森･五所川原卓愛会)

３位・４位トーナメント
１位 成田タエ子 (青森･五所川原卓愛会)

２位 木村協子 (青森･五所川原卓愛会)

75歳～79歳 １位・２位トーナメント
１位 河上民江 (函館･函館ラ健会)

２位 樋口恵美子 (江別･江別サンダーズ)

３位 今渕マサ子 (岩手･ラージフレンド岩手)

３位 丹藤和子 (青森･チームナラオカ)

３位・４位トーナメント
１位 菊池範子 (青森･むつ木曜クラブ)

２位 藤森登喜 (青森･クラブひとみ)

80歳以上 １位・２位トーナメント
１位 滝本暁子 (函館･卓栄会)

２位 石井美尾 (兵庫･HYOGOﾗｰｼﾞ)

３位 田中準子 (兵庫･HYOGOﾗｰｼﾞ)

３位 小金丸朋子 (札幌･キャッスル)

３位・４位トーナメント
１位 新井敏子 (岩手･ラージフレンド岩手)

２位 渡辺フサ (青森･弘前ラージ)

令和４年度　第２０回 函館オープン ニッタク杯 ラージボール卓球 漁火大会
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