
順位 順位

優勝 吉田 佐々木 優勝 小宮 小宮

第2位 武田 小林 第2位 藤田 山地

第3位 宮﨑 小野 第3位 秋山 岩元

第3位 山地 山地 第3位 池田 岩﨑

順位 順位

優勝 坂本 村上 優勝 白井 白井

第2位 日浅 森田 第2位 松本 林

第3位 生駒 石渡 第3位 山本 阿部

第3位 村上 鴻池 第3位 柳原 森

順位 順位

優勝 中村 三好 優勝 近藤 岩下

第2位 大西 真鍋 第2位 明星 神山

第3位 玉井 田中 第3位 島田 檜垣

第3位 荒滝 鷲崎 第3位 秋月 黒川

順位 順位

優勝 小松 高橋 優勝 酒井 小野

第2位 佐藤 大石 第2位 藤原 松木

第3位 高橋 守谷 第3位 近藤 萬條

第3位 和島 石川 第3位 今井 曽我アレグリア いしづち

凜々・シーアイティ 桃山ローズ

STTC メレンゲ

さつき会 チームITO

三日月 シュクラン

混合ダブルス（150歳以上）上位（1位・2位）決勝トーナメント 混合ダブルス（150歳以上）下位（3位・4位）決勝トーナメント
名前 チーム名 名前 チーム名

フォーネット・あいひめ ゴールドジム

いしづち ひよこクラブ

金曜会 桃山

混合ダブルス（140歳以上）上位（1位・2位）決勝トーナメント 混合ダブルス（140歳以上）下位（3位・4位）決勝トーナメント
名前 チーム名 名前 チーム名

さつき会

刈るぞO・フォーネット

混合ダブルス（125歳以上）下位（3位・4位）決勝トーナメント

チームJ新居浜チームJ新居浜

名前 チーム名

あいひめ

あいひめ

さつき会

日時：2022年5月5日（木）　会場：新居浜市民体育館

主催：新居浜卓球協会　協賛：日本卓球株式会社　後援：新居浜市

第1回ニッタク新居浜オープンラージボール卓球大会

混合ダブルス（124歳以下）上位（1位・2位）決勝トーナメント

混合ダブルス（125歳以上）上位（1位・2位）決勝トーナメント

混合ダブルス（124歳以下）下位（3位・4位）決勝トーナメント

ゆうとも

名前 チーム名名前 チーム名

イレブンステ・北島クラブ

チームJ新居浜

ゴールドジム

あいひめ・伊予つばさ

ONE LINK

名前 チーム名

高島クラブ

あいひめ

福山ラケット・福山卓愛会



順位 順位

優勝 山地 山地 優勝 田中 加藤

第2位 内田 伊東 第2位 加地 原

第3位 吉田 佐々木 第3位 野口 曽我

第3位 武田 小林 第3位 辻本 大岩

順位 順位

優勝 白井 片座 優勝 坂本 村上

第2位 生駒 三谷 第2位 恒石 恒石

第3位 戎 村上 第3位 大野 松本

第3位 檜垣 秋山 第3位 松本 伊藤

順位 順位

優勝 日浅 中村 優勝 加地 西山

第2位 高橋 山本 第2位 島田 林

第3位 大西 真鍋 第3位 白石 曽我部

第3位 荒滝 池田 第3位

順位

優勝 安藤 玉井

第2位 佐藤 大石

第3位 小松 伊東

第4位 和島 横川 アレグリア

金曜会

STTC

凜々・シーアイティ

三日月

男⼦ダブルス（150歳以上）決勝リーグ
名前 チーム名

あいひめ・フォーネット フルオール

さつき会 桃山

いしづち kayo

ゴールドジム さつき会

男⼦ダブルス（140歳以上）上位（1位・2位）決勝トーナメント 男⼦ダブルス（140歳以上）下位（3位・4位）決勝トーナメント
名前 チーム名 名前 チーム名

あいひめ 高島クラブ

福山ラケットクラブ 野市町体育協会

チームJ新居浜 あいひめ

ONE LINK Ru-din

男⼦ダブルス（125歳以上）上位（1位・2位）決勝トーナメント 男⼦ダブルス（125歳以上）下位（3位・4位）決勝トーナメント
名前 チーム名 名前 チーム名

刈るぞO・フォーネット チームJ新居浜

ニッタク・アンブレラ Ru-din

イレブンステ・北島クラブ ゴールドジム

名前 チーム名 名前 チーム名

第1回ニッタク新居浜オープンラージボール卓球大会
日時：2022年5月5日（木）　会場：新居浜市民体育館

主催：新居浜卓球協会　協賛：日本卓球株式会社　後援：新居浜市

男⼦ダブルス（124歳以下）上位（1位・2位）決勝トーナメント 男⼦ダブルス（124歳以下）下位（3位・4位）決勝トーナメント



順位 順位

優勝 森田 高市 優勝 鷲崎 二宮

第2位 鴻池 八十島 第2位 石川 高橋

第3位 久本 曽我 第3位 小野 加藤

第3位 石渡 松下 第3位 羽多野 和田

順位 順位

優勝 小田 三好 優勝 小野 檜垣

第2位 丹下 西山 第2位 矢野 田中

第3位 近江 青木 第3位 中矢 白石

第3位 横田 高橋 第3位 山本 村上

順位 順位

優勝 酒井 小野 優勝 石川 藤原

第2位 塩見 佐々木 第2位 近藤 萬條

第3位 伊藤 松木 第3位 伊藤 林

第3位 今井 曽我 第3位

順位

優勝 岡本 小野

第2位 伊藤 河野

第3位 細川 渡部

第4位 小野 岩元 ゴールドジム

⼥⼦ダブルス（150歳以上）上位（1位・2位）決勝トーナメント ⼥⼦ダブルス（150歳以上）下位（3位・4位）決勝トーナメント
名前 チーム名 名前 チーム名

桃山ローズ

桃山ローズ

あたご・さつき会

チームJ新居浜

アシスト・伊予つばさ

凜々・シーアイティ ひよこクラブ

⼥⼦ダブルス（124歳以下）決勝リーグ
名前 チーム名

メレンゲ

チームITO

メレンゲ ひよこクラブ

いしづち

あいひめ 桃山

フルオール 金曜会

桃山B kayo

⼥⼦ダブルス（140歳以上）上位（1位・2位）決勝トーナメント ⼥⼦ダブルス（140歳以上）下位（3位・4位）決勝トーナメント
名前 チーム名 名前 チーム名

チームJ新居浜 アレグリア

ゴールドジム ファーム

福山卓愛会・ピンポン府中 さつき会

名前 チーム名 名前 チーム名

あいひめ・フォーネット 三日月

第1回ニッタク新居浜オープンラージボール卓球大会
日時：2022年5月5日（木）　会場：新居浜市民体育館

主催：新居浜卓球協会　協賛：日本卓球株式会社　後援：新居浜市

⼥⼦ダブルス（125歳以上）上位（1位・2位）決勝トーナメント ⼥⼦ダブルス（125歳以上）下位（3位・4位）決勝トーナメント


