
5/7 5/8
種目 参加数 優勝 ２位 ３位 ４位
ＭＳ 20 大橋（阿見体協） 宗形（取手体協） 青山（取手体協） 黒田（阿見体協）
ＭＤ 10 大橋（阿見体協） 中岡（あひる団） 文隋（取手市役所） 宗形（取手体協）

黒田（阿見体協） 浅野 稲葉 (茨城町体協） 青山（取手体協）
ＷＳ 12 梅津(茨城ﾄﾖﾍ゚ ｯﾄ) 綿引(つくば国大) 中川(つくば国大) 平沢(つくば国大)
ＷＤ 6 綿引(つくば国大) 梅津(茨城ﾄﾖﾍ゚ ｯﾄ) 平沢(つくば国大) 三瓶(つくば国大)

中川 中澤(つくば国大) 五十嵐 中内
20ＭＳ 5 三浦（ｱー ｶｲﾌ゙ ） 百瀬（取手体協） 岡崎（ｱー ｶｲﾌ゙ ） 染谷（ｱー ｶｲﾌ゙ ）
30ＭＳ 6 服部（日製日立） 小畑（古河ｸﾗﾌ゙ ） 江口（愛好会） 菅野（日立水戸）
30ＭＤ 6 島田（ＢＬⅦ） 原野（日製日立） 南條（神宮ｸﾗﾌ゙ ） 茂木（日製日立）

馬場（阿見体協） 服部 斉藤 菅野（日立水戸）
30ＷＤ 8 谷島（阿見体協） 小沼（ＢＬⅦ） 助川（日鉱日立） 中川（ＢＬⅦ）

羽生（Coolshot） 森　　 神永（ドリーム） 小村（美　駒）
40ＭＤ 4 小口（水戸ｸﾗﾌ゙ ） 津留（ｱー ｶｲﾌ゙ ） 森　（神宮ｸﾗﾌ゙ ） 芳賀（ｱー ｶｲﾌ゙ ）

池田 春原 名嶋 染谷
40ＷＤ 15 山口（ﾌﾘー ｽﾀｲﾙ） 福地（一　期） 高野（日立化成） 林　（ＢＬⅦ）

坂本 高野 篠崎（ﾌﾘー ｽﾀｲﾙ） 大森

6/26　ダブルス 7/3　シングルス
種目 参加数 優勝 ２位 ３位 ４位
ＭＳ 23 吉澤（笠間高教） 中岡（あひる団） 浅野（あひる団） 三津山（ｱー ｶｲﾌ゙ ）
ＭＤ 16 吉澤（笠間高教） 大木（住金鹿島） 中岡（あひる団） 文隋（取手市役所）

瀬川（空自百里） 大柳 浅野 稲葉 (茨城町体協）
ＷＳ 5 矢野（日立化成） 古川（日立化成） 杉山（日立化成） 直井（サンガクラブ）
ＷＤ 4 杉山（日立化成） 矢野（日立化成） 水庭（ベルチョコ） 森　（飛翔）

古川 篠田 野宮 川本（J・ｽﾋ゚ ﾘｯﾂ）
30ＭＳ 4 小畑（古河ｸﾗﾌ゙ ） 服部（日製日立） 茂木（日製日立） 芳賀
40ＭＳ 5 林　（神宮ｸﾗﾌ゙ ） 水越（古河ｸﾗﾌ゙ ） 古賀（古河ｸﾗﾌ゙ ） 境　（筑波大職員）
30ＷＤ 4 森　（ＢＬⅦ） 赤津（ドリーム） 山戸（豊里ｸﾗﾌ゙ ） 堀　（ドリーム）

小沼 助川（日鉱日立） 三木 高橋
40ＷＤ 15 山口（ﾌﾘー ｽﾀｲﾙ） 川崎（一　期） 福地（一　期） 塚田（ＢＬⅦ）

坂本 高野（日立化成） 高野 椎名

種目 参加数 優勝 ２位 ３位 ４位
男子 10 阿見町体協 ドリーム混成 茨城町体協 日立茨城（混成）
女子 3 ドリーム混成Ａ 筑波大同好会 牛久栄進高校

女子１部 7 ＢＬⅢ 一期 ドリーム混成 みとクラブⅠ
女子２部 6 阿見町体協 ラブオール ＢＬⅢ アクティブ

種目 参加数 優勝 ２位 ３位 ４位
１部ＭＳ 20 大橋（阿見町体協） 篠崎（常総学院高）小松崎（常総学院高） 吉澤（茨城町体協）
２部ＭＳ 5 服部（日製日立） 茂木（日製日立） 染谷（アーカイブ） 高橋（アーカイブ）
40ＭＳ 4 森（神宮ｸﾗﾌ゙ ） 和所（筑波大職員）長沼（神宮ｸﾗﾌ゙ ）
１部ＭＤ 12 小松崎 瀬川（空自百里） 百瀬 文隋(取手ﾘﾌﾚｯｼｭ)

篠崎（常総学院高） 大柳（住金鹿島） 手塚（豊クラブ） 稲葉(茨城町体協）
２部ＭＤ 4 津留 高橋 関 下村

春原（アーカイブ） 染谷（アーカイブ）中沢（つく国OB会） 大塚（つく国OB会）
１部ＷＳ 3 大塚（大成女子高） 高野（日立化成） 黒山
１部ＷＤ 6 杉山 矢野 森 河西

古川（日立化成） 篠田（日立化成） 小沼（ＢＬⅦ） 川本（J・スピリッツ）
40歳以上 9 高野（日立化成） 坂本 高野 近内
ＷＤ 川崎（一期） 篠崎（ﾌﾘー ｽﾀｲﾙ） 福地（一期） 鈴木　（一期）

県総合選手権大会  12/23　ダブルス   1/28　シングルス 県立スポーツセンター

平成1７年度県大会結果  BEST４一覧　
県春季大会兼国民体育大会県予選会兼全日本・関東シニア選手権大会予選会　

県立スポーツセンター

県民総合体育大会　　　 　
県立スポーツセンター

秋季大会（団体戦） 9/24 石岡市運動公園体育館


