
（ラージボールの部）

鶴岡卓球協会ホームページ
www.tsuruoka-tta.com

　　期　　日 令和2年1月26日（日）

　　会　　場 藤島体育館

　　主　　催 鶴岡卓球協会

　　後　　援 日本卓球株式会社

ニッタク杯争奪

第20回オール田川

ダブルス卓球選手権大会

開会式　9時00分 

http://www.tsuruoka-tta.com/


開会式
（整列）

表彰
1 開会宣言
2 優勝杯返還
3 会長挨拶
4 競技上の注意
5 諸連絡
6 選手宣誓　　
7 閉式宣言

（解散）

種目

（１）男子ダブルス　　　　　　（２）女子ダブルス

　　（男女混合のペアは男子ダブルスに申し込むこと）

（３）ラージボールダブルス（混合ダブルス）

競技方法  

（１）硬式は１１本５ゲームで３ゲーム先取を勝ちとする。

　　　ラージは１１本３ゲームで２ゲーム先取を勝ちとする。

（２）ルールは現行の日本卓球ルールを準用する。

（３）使用球はニッタク硬球（白40mm）。

　　　ラージの部はラージボール。

（４）表彰は３位までとする。

　　但しラージボールは商品のみとし賞状はありません。

（５）ラージボールは、人数の関係上同姓ペアを認める場合もある。

　　クラスは自己申告とするが、組み合わせの結果事務局で調整

　　することもある。

その他

（１）くれぐれも時間厳守をお願いします。

（２）参加選手は必ず背中にゼッケンをつけて下さい。

　　ない場合は当日５００円で販売いたします。



試合順序 １　ローハ ２ イーハ ３　イーロ

イ ロ 勝　敗 順位 イ ロ 勝　敗 順位

石川　武利 秋山　勝 金丸卓球クラブ

門脇　春美 秋山　育子 鶴岡クラブ

丸山　健治 川村　勝雄

大友　あさ 山本　みつゑ

イ ロ ハ 勝　敗 順位 イ ロ ハ 勝　敗 順位

森屋　孝 福井　秀雄

齋藤　富士子 福井　寛子

今野　幸喜 石塚　昭 遊学クラブ

石塚よし子 佐藤　まり子 城北ｸﾗﾌﾞ

渡部　健二 鈴木　和子

高橋　洋子 鈴木　美和

イ ロ ハ 勝　敗 順位 イ ロ ハ 勝　敗 順位

石川　和美 大宮　光洋

上野　徹 伊藤　聡子

佐藤　一彦 菅原　雄一

阿部　美春 八向　啓子

菅原　紘一 鶴岡第五ｸﾗﾌﾞ 佐藤　勝喜

五十嵐年子 鶴岡愛好ラージ 奥山　さなえ

鶴岡城北

鶴岡愛好ラージ

鶴岡クラブ

C

F

イ

鶴岡三陽クラブ

ウイングス庄内

ウイングス庄内

親子ｸﾗﾌﾞ

双葉卓球クラブ

藤島卓球

遊学クラブ

ロ

ハ

ロ

イ

ハ

余目クラブ

ロ

イ

ハ

ラージボール予選リーグ

A

イ

ロ

D

B

イ

遊学クラブ

余目クラブ

E

イ

ロ

ハ

ロ



試合順序 １　ローハ ２ イーハ ３　イーロ

イ ロ ハ 勝　敗 順位 イ ロ ハ 勝　敗 順位

佐藤　美喜夫 佐藤美和子 鶴岡クラブ

吉井　三津枝 阿部　浩昭 朝暘ｸﾗﾌﾞ

石塚　昇 武田　健治

鈴木　和子 井上　直子

小島　秀喜 本間　喜美雄

佐藤　康子 太田　久美

イ ロ ハ 勝　敗 順位 イ ロ ハ 勝　敗 順位

白幡　克巳 鈴木　勝

髙橋由美子 大沼　若子

佐藤　達也 板垣　千代志 チーム鶴岡

佐藤　しず子 甚田　治美 鶴岡城北

鈴木吉男 白幡　勇

金内　佳子 今野　和子

イ ロ ハ 勝　敗 順位 イ ロ ハ 勝　敗 順位

鶴巻　千秋 畠山　秀美

横山　和子 秋野　郁

蛸井　恒祐 岡部　一宏

蛸井喜美子 佐藤　和子

白幡　芳雄 遊学クラブ 佐藤　波留輝

菅原　美紀 第六クラブ 青塚　一女

鶴岡城北

鶴岡愛好ﾗｰｼﾞ

鶴岡クラブ

ほかりクラブ

G

I

ハ ハ

鶴岡三陽クラブ

鶴岡三陽クラブ

明倫第四ｸﾗﾌﾞ

ウイングス庄内

三川ｸﾗﾌﾞ

双葉卓球クラブ

双葉卓球クラブ

ロ

イ

H

イ

イ

ロ

ロ

イ

J

K

ハ

余目クラブイ

ロ

ハ

ロ

ハ

L

イ

ロ

ハ ほかりクラブ

余目クラブ



ラージボール　１・２位　決勝トーナメント　　１

石川　武利 丸山　健治

門脇　春美 大友　あさ

鶴巻　千秋 蛸井　恒祐 白幡　芳雄 遊学クラブ 2-1

横山　和子 蛸井喜美子 菅原　美紀 第六クラブ

秋山　勝 金丸卓球クラブ 川村　勝雄

秋山　育子 鶴岡クラブ 山本　みつゑ 3-1

白幡　克巳 佐藤　達也 鈴木吉男

髙橋由美子 佐藤　しず子 金内　佳子

大宮　光洋 菅原　雄一 佐藤　勝喜

伊藤　聡子 八向　啓子 奥山　さなえ 2-2

佐藤美和子 鶴岡クラブ 武田　健治 本間　喜美雄

阿部　浩昭 朝暘ｸﾗﾌﾞ 井上　直子 太田　久美 4-1

石川　和美 佐藤　一彦 菅原　紘一 鶴岡第五ｸﾗﾌﾞ

上野　徹 阿部　美春 五十嵐年子 鶴岡愛好ラージ

佐藤　美喜夫 石塚　昇 小島　秀喜 2-3

吉井　三津枝 鈴木　和子 佐藤　康子

畠山　秀美 岡部　一宏 佐藤　波留輝

秋野　郁 佐藤　和子 青塚　一女 3-2

森屋　孝 今野　幸喜 渡部　健二

齋藤　富士子 石塚よし子 高橋　洋子

鈴木　勝 板垣　千代志 チーム鶴岡 白幡　勇

大沼　若子 甚田　治美 鶴岡城北 今野　和子 2-4

福井　秀雄 石塚　昭 遊学クラブ 鈴木　和子

福井　寛子 佐藤　まり子 城北ｸﾗﾌﾞ 鈴木　美和

親子ｸﾗﾌﾞ

鶴岡愛好ﾗｰｼﾞ

ウイングス庄内 鶴岡三陽クラブ

双葉卓球クラブ 余目クラブ ほかりクラブ

双葉卓球クラブ

明倫 三川ｸﾗﾌﾞ

鶴岡三陽クラブ 鶴岡城北 ほかりクラブ

双葉卓球クラブ 鶴岡城北 ウイングス庄内

藤島卓球 D-1

F-2

A

12

G-2

L-1

E-1

8

9

10

1-4

第四ｸﾗﾌﾞ

余目クラブ 遊学クラブ 鶴岡愛好ラージ

11

C-2

余目クラブ

H-1

7鶴岡クラブ

J-2

鶴岡三陽クラブ

鶴岡クラブ

余目クラブ

B-2

1-1

1-2

1-3

4

5

6

遊学クラブ A-1

K-2

3

1

2

ウイングス庄内

I-1



ラージボール　１・２位　決勝トーナメント　　2

森屋　孝 今野　幸喜 渡部　健二

齋藤　富士子 石塚よし子 高橋　洋子

白幡　克巳 佐藤　達也 鈴木吉男 2-1

髙橋由美子 佐藤　しず子 金内　佳子

福井　秀雄 石塚　昭 遊学クラブ 鈴木　和子

福井　寛子 佐藤　まり子 城北ｸﾗﾌﾞ 鈴木　美和 3-1

鶴巻　千秋 蛸井　恒祐 白幡　芳雄 遊学クラブ

横山　和子 蛸井喜美子 菅原　美紀 第六クラブ

佐藤美和子 鶴岡クラブ 武田　健治 本間　喜美雄

阿部　浩昭 朝暘ｸﾗﾌﾞ 井上　直子 太田　久美 2-2

大宮　光洋 菅原　雄一 佐藤　勝喜

伊藤　聡子 八向　啓子 奥山　さなえ 4-1

佐藤　美喜夫 石塚　昇 小島　秀喜

吉井　三津枝 鈴木　和子 佐藤　康子

石川　和美 佐藤　一彦 菅原　紘一 鶴岡第五ｸﾗﾌﾞ 2-3

上野　徹 阿部　美春 五十嵐年子 鶴岡愛好ラージ

鈴木　勝 板垣　千代志 チーム鶴岡 白幡　勇

大沼　若子 甚田　治美 鶴岡城北 今野　和子 3-2

石川　武利 丸山　健治

門脇　春美 大友　あさ

畠山　秀美 岡部　一宏 佐藤　波留輝

秋野　郁 佐藤　和子 青塚　一女 2-4

秋山　勝 金丸卓球クラブ 川村　勝雄

秋山　育子 鶴岡クラブ 山本　みつゑ

決勝

23双葉卓球クラブ L-2

ウイングス庄内 鶴岡三陽クラブ K-1

17明倫 三川ｸﾗﾌﾞ H-2

21余目クラブ J-1

余目クラブ

親子ｸﾗﾌﾞ

鶴岡愛好ﾗｰｼﾞ

鶴岡三陽クラブ 鶴岡城北

ほかりクラブ

ウイングス庄内

鶴岡クラブ 鶴岡三陽クラブ E-2

余目クラブ

藤島卓球 D-2

ほかりクラブ

B

19鶴岡クラブ 第四ｸﾗﾌﾞ 双葉卓球クラブ

18双葉卓球クラブ 鶴岡城北 ウイングス庄内 F-1

G-1

13遊学クラブ 鶴岡愛好ラージ C-1

14I-2

1-1

1-2

1-3

1-4

優　勝

16

20

22余目クラブ 遊学クラブ A-2

15

24B-1

B

A



ラージボール　３位　トーナメント　　

石川　武利 丸山　健治

門脇　春美 大友　あさ

畠山　秀美 岡部　一宏 佐藤　波留輝 2-1

秋野　郁 佐藤　和子 青塚　一女

佐藤美和子 鶴岡クラブ 武田　健治 本間　喜美雄

阿部　浩昭 朝暘ｸﾗﾌﾞ 井上　直子 太田　久美

石川　和美 佐藤　一彦 菅原　紘一 鶴岡第五ｸﾗﾌﾞ

上野　徹 阿部　美春 五十嵐年子 鶴岡愛好ラージ

白幡　克巳 佐藤　達也 鈴木吉男

髙橋由美子 佐藤　しず子 金内　佳子 2-2

福井　秀雄 石塚　昭 遊学クラブ 鈴木　和子

福井　寛子 佐藤　まり子 城北ｸﾗﾌﾞ 鈴木　美和 4-1

森屋　孝 今野　幸喜 渡部　健二

齋藤　富士子 石塚よし子 高橋　洋子

鈴木　勝 板垣　千代志 チーム鶴岡 白幡　勇 2-3

大沼　若子 甚田　治美 鶴岡城北 今野　和子

大宮　光洋 菅原　雄一 佐藤　勝喜

伊藤　聡子 八向　啓子 奥山　さなえ

佐藤　美喜夫 石塚　昇 小島　秀喜

吉井　三津枝 鈴木　和子 佐藤　康子

鶴巻　千秋 蛸井　恒祐 白幡　芳雄 遊学クラブ

横山　和子 蛸井喜美子 菅原　美紀 第六クラブ 2-4

秋山　勝 金丸卓球クラブ 川村　勝雄

秋山　育子 鶴岡クラブ 山本　みつゑ

鶴岡クラブ

11ウイングス庄内 鶴岡三陽クラブ K-3

10第四ｸﾗﾌﾞ 双葉卓球クラブ G-3

7遊学クラブ

12B-3ウイングス庄内

鶴岡城北

8余目クラブ J-3

9双葉卓球クラブ ウイングス庄内 F-3

鶴岡愛好ﾗｰｼﾞ

鶴岡愛好ラージ C-3

4鶴岡クラブ 鶴岡三陽クラブ E-3

5鶴岡三陽クラブ 鶴岡城北 ほかりクラブ I-3

余目クラブ

親子ｸﾗﾌﾞ 6藤島卓球 D-3

双葉卓球クラブ L-3

3明倫 三川ｸﾗﾌﾞ H-3

ほかりクラブ余目クラブ

1余目クラブ 遊学クラブ A-3

1-1

2

1-2

1-4

1-3

3-2

3-1



1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23

A D F H I K

B E G J L

C

ステージ　　本部


