
日　　時 令和３年１１月２７日（土）・２８日（日）
場　　所 長野市・ホワイトリング

順位

種目

大谷昌央 笹田英二

平井華織 富所美帆

(石・ぬかクラブ・ビリーブ) (新・卓泳会)

青木寛 小島輝美 鎮西直人 高橋正智

南澤重子 佐藤みゆき 越野味予子 石原洋美

( 長・須坂卓翔会 ) (新・RisingNiigata） (長・卓球スタジオすまいる・松本南PPC ) (新・RisingNiigata）

小林健一 武藤勇 西澤周二 金田成一

丸山千恵美 横田美佐子 黒岩優子 吉岡明美

( 長・たくせん・川中島卓球クラブ) ( 長・ムトウスポーツセーラ・中野市体協） (長・NS長野・高山クラブ) (石・黒部卓協・ドンペリ)

富永宣宏 緑山庄一

杉本敏子 柚木リツ子

(富・富山県庁クラブ・ドンペリ) (富・沢卓SC・万葉クラブ）

順位

種目

伊積健太 由雄健太 有賀良介 古賀潤輝

（長・岡谷市役所） （石・OVER LIGHT） （長・ファン卓球クラブ） （石・OVER LIGHT）

竜野洋子 米望亜利紗

（長・東部クラブ） （長・長野松代総合病院）

田中卓雄 向敬一郎 下島博人 宮坂伸勝

（長・岡谷市役所） （石・OVER LIGHT） （長・STO） （長・岡谷市役所）

石原洋美 平井華織

（新・RisingNiigata） （石・ビリーブ）

伊藤晃一 三巻淳 宮澤正起 青木寛

（新・RisingNiigata） （新・卓泳会） （長・ファン卓球クラブ） （長・須坂卓翔会）

佐藤みゆき 新村万規子 田畑美佐子 増田ひろ美

（新・RisingNiigata） （富・高見塾） （新・SYOFUU） （石・ビリーブ）

西島勉 岩野克行 高橋正智 上田広司

（長・卓愛会） （新・謙信上越） （新・RisingNiigata） （富・星球会）

吉岡明美 花岡由美子

（富・ドンペリ） （長・ROKUMON)

峯村洋 中出正夫 高松豊明 島津富夫

（長・卓愛会） （福・福井ベテラン会） （長・卓愛会） （富・星球会）

峯村祐子 越野味予子 北澤與利子 丸山千恵美

（長・卓愛会） （長・松本南PPC) （長・須坂レディース） (長・川中島卓球クラブ）

富永宣宏 宮嵜邦男

（富・富山県庁クラブ） （長・裾花クラブ）

関川登美江 黒岩祥子 杉本敏子 岩嶋雪枝

（新・謙信上越） (長・川中島卓球クラブ） （富・ドンペリ） （長・卓愛会）

宮尾堯功 坂口清

(長・川中島卓球クラブ） （長・大森クラブ）

岩下洋子 塩入まき子

（長・あもりクラブ） （長・ファン卓球クラブ）

硬式の部　混合ダブルス

男子ハイセブンティ

女子ハイセブンティ

女子フィフティ

男子フォーティ

男子フィフティ

女子フォーティ

女子ローセブンティ

混合120歳以上

混合140歳以上

混合100歳以上

硬式の部　男女シングルス

男子サーティ

男子ローセブンティ

男子ローシックスティ

女子サーティ

男子ハイシックスティ

女子ローシックスティ

三　　　　位一　　　　位 二　　　　位 三　　　　位

第７6回北信越マスターズ卓球選手権大会　マスターズの部

三　　　　位一　　　　位 二　　　　位 三　　　　位

混合100歳未満

女子ハイシックスティ
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日　　時 令和３年１１月２７日（土）・２８日（日）
場　　所 長野市・ホワイトリング

順位

種目

福原一郎 中島悠希 小林広明 重吉哲弥

小宮沙也加 伊藤恵梨 池田昌代 鶴木香央里

（長・千曲クラブ・Shiny) (長・鎌田クラブ  ・ファン卓ク) (長・飯田市役所・飯田卓球クラブ) (石・白山クラブ・チームかがやき ）

山本保 端﨑秀一 吉田好宏 平田勝

下内美都子 新谷朋江 深尾恵子 吉田直子

(石・ななおクラブ) (富・菁莪・T-みらくる) (石・OVER　LIGHT・加賀クラブ) ( 石・白山クラブ・SPクラブ)

滝澤文雄 白木久光 山崎和博 木下良

蓬田千代子 大下容子 小林京子 小坂佳子

(長・深澤板金・千曲クラブ) (福・敦賀卓健クラブ・若狭そともクラブ) （新・フリーダム・新潟クラブ） (石・档の会・金沢兼六クラブ)

勝野俊幸 竹内芳夫 大野幸司 田辺輝男

村山範子 田村則子 伊藤千代 與口幹

(新・しおかぜ柏崎) (新・新発田クラブ・ぽらりす) (長・アルプスクラブ・ひまわり卓球の会) (新・しおざき柏崎)

順位

種目

峯村卓志 福原一郎 赤羽博昭 中島悠希

(長・たくせん) (長・千曲クラブ) (長・オレンジ松本) (長・鎌田クラブ)

伊藤恵梨 北野啓子

（長・ファン卓球クラブ） （石・档の会）

高野賢治 武川明光 吉田孝行 杉山貴

（新・卓泳会） (長・佐久総合病院) (長・大北愛球) (長・大北愛球)

新谷朋江 森本なるみ 吉田直子 下内美都子

（富・T-みらくる） （福・若狭そともクラブ） （石・SPクラブ） （石・ななおクラブ）

深澤文雄 山崎和博 寺坂博一 古川裕明

(長・深澤板金) （新・フリーダム） (長・千曲クラブ) （新・桜球クラブ）

蓬田千代子 佐藤みさ子 木下容子 丸山富美子

(長・千曲クラブ) （新・トラストTC) （福・若狭そともクラブ） (長・千曲クラブ)

田中敏朗 嘉生正司 白木久光 中島弘行

（新・JFEclub） (長・千曲クラブ) (福・敦賀卓健クラブ) (長・オレンジ松本)

砂山友子 與口幹 小林京子 渡部敏恵

（新・トラストTC) （新・しおかぜ柏崎） （新・新潟クラブ） （新・あすなろ）

竹内芳夫 轡田崇幸 勝野俊幸 田辺輝男

（新・新発田クラブ） （新・新潟ドリーム） （新・しおかぜ柏崎） （新・しおかぜ柏崎）

村山範子 上野栄子 井上浩美 小林園江

（新・しおかぜ柏崎） （石・ファースト） （石・チームかがやき） （新・Axel）

鈴木敏雄 和泉田俊一

（富・柳町卓友会） （新・チーム中山）

木呂場久子 和田雅子 上原節子 伊藤千代

（富・高岡ウイング） （新・フリーダム） (長・ひまわり卓球の会) (長・ひまわり卓球の会)

ラージボールの部　男女シングルス

ラージボールの部　混合ダブルス

女子ハイセブンティ

男子ローセブンティ

女子ローセブンティ

男子ハイセブンティ

女子フィフティ

女子ハイシックスティ

男子ローシックスティ

男子ハイシックスティ

三　　　　位

男子50未満

女子50未満

男子フィフティ

三　　　　位

女子ローシックスティ

混合140歳以上

混合100歳以上

一　　　　位 二　　　　位

第７6回北信越マスターズ卓球選手権大会　マスターズの部

混合100歳未満

混合120歳以上

三　　　　位一　　　　位 二　　　　位 三　　　　位
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