
前田クラブ戦績（2016 年度） 
 

    ３月２０日 春季個人戦卓球大会 

           男子フォーティ 優勝 藤原 

    ３月２６日 平成２８年度 第１回札幌スプリングオープン ラージボール卓球大会 

           男子シングルス 70～74 才 準優勝 横山 

           男子ダブルス 140～149 才 第３位 横山（・熊田） 

           混合ダブルス 150 才以上 第８位 横山（・伊藤） 

    ４月 ２日 平成２８年度 函館オープン 第１４回 ラージボール卓球漁火大会 

           男子シングルス 70～74 才 第８位 横山 

    ４月 ９日 春季加盟団リーグ戦（上位） 

           男子 11 ブロック 前田Ａ 第３位 

    ４月１０日 春季加盟団リーグ戦（中位）  

           男子 24 ブロック 前田Ｂ 第２位 

           女子 14 ブロック 前田   ？ 

    ４月１７日 春季加盟団リーグ戦（下位）  

           男子 33 ブロック 前田Ｃ 第２位 

    ４月３０日 第 15 回札幌会長杯 

           男子フォーティ 準優勝 村上 

           男子セブンティ ベスト８ 横山 

    ５月２２日 平成２８年度 札幌卓球選手権マスターズの部  （札幌予選） 

           男子ローセブンティ ベスト８ 横山 

           男子フォーティ ベスト８ 村上 

           女子フィフティ  ベスト８ 元嶋賀 

           全道大会出場権獲得 男子フィフティ 鈴木真、男子フォーティ 藤原 

    ６月 ４日 第２８回 北海道高齢者卓球大会（ラージボール）兼第２９回全国健康福祉祭長崎大会予選 

           男子シングルス 70～74 才 準優勝 横山 

    ７月１８日 市民大会 

           女子 B-1 優勝 谷内 

           女子 B-2 準優勝 永井真 

           ラージボールの部 男子シングルス 70～74 歳 優勝 横山 

                     混合ダブルス 150 歳以上 準優勝 横山（・田中） 

    ７月３０日 プリンセス大会 女子団体 ２部３位 前田クラブ 

    ７月３１日 第二回 小樽運河ラージオープン 混合団体戦 270 歳以上の部 準優勝  

                       前田クラブ混成（横山・（熊田・鈴木・水澤）） 

    ９月１７日 第１回 恋の街さっぽろオープンラージボール卓球大会 

     ～１８日   団体 300 歳以上 第３位 横山（・熊田・伊藤・鈴木） 

           男子シングルス 70～74 歳 準優勝 横山 

           男子ダブルス 140～149 歳 優勝 横山（・熊田） 

 



    ９月２５日 第６回 ラージボール卓球旭川大会 

           男子シングルス 70 歳以上 準優勝 横山 

           女子シングルス 59 歳以下 2 位トーナメント 2 位 元嶋（賀） 

           男子ダブルス 140 歳以上 第３位 横山（・熊田） 

           混合ダブルス 140 歳以上 準優勝 横山（・藤田） 

           混合ダブルス 120 歳以上 準優勝 元嶋（賀）（・小原） 

   １０月 １日 第１７回 北海道ラージボール卓球大会 

      ～２日   男子シングルス 70 才以上 第３位 横山 

           男子ダブルス 140 才以上 準優勝 横山（・熊田） 

           混合ダブルス 150 才以上 準優勝 横山（・伊藤） 

           混合団体   150 才以上 第３位 横山（・伊藤） 

   １０月２９日  秋季個人戦卓球大会 

             男子 セブンテイ  第３位   横山 

   １１月 ６日    秋季加盟団リーグ戦（上） 

             男子  １１ブロック  前田Ａ 第３位 

   １１月１３日  秋季加盟団リーグ戦（中） 

            男子  ２２ブロック  前田Ｂ 第２位 

             女子  １５ブロック  前田Ａ 第３位     

   １１月１２日  第１０回ラージボールフェスタｉｎ江別 

             男子 シングルス ７０歳～７４歳  準優勝 横山 

            男子 ダブルス  １４０歳以上     第３位 横山（・熊田） 

            混合 ダブルス  １５０歳以上    第３位 横山（・伊藤） 

            女子ダブルス １１９歳以下の部 第３位 元嶋（・佐賀） 

            女子シングルス 59 歳以下の部 ３・４位トーナメント 第３位 元嶋 

   １１月２６日  第１５回さんのへアップルラージボールオープン大会（青森三戸） 

     ～１７日  混合団体戦 ２６０歳～２９９歳 第３位 横山（・熊田・河上・水澤） 

   ３月１２日 ２９年度 第２回札幌スプリングオープン ラージボール卓球大会 

      男子ダブルス １４０歳～１４９歳  優 勝   横山（・熊田） 

      混合ダブルス １４０歳～１４９歳  準優勝   横山（・岡本） 

   ３月１９日 ２９年度 春季個人戦卓球大会 

      男子シングルス セブンテイ以上  ３位  横山  


