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第３５回　全日本ダブルスラケットボール選手権大会
主催　日本ラケットボール協会 (ＪＡＲＡ)

期日　２０１８年３月１０日 (土 )～１１日 (日 )
会場　ゴールドジム横浜馬車道



大　会　要　項
開 催 日 ２０１８年３月１０日（土）～１１日（日）

会 場 ゴールドジム横浜馬車道

主 催 特定非営利活動法人　 日本ラ ケッ ト ボール協会

協 力 ゴールド ジム横浜馬車道

競 技 種 目 ①　男子ダブルス・ オープンク ラ ス　 ②　女子ダブルス・ オープンク ラ ス

大 会 球 Ｐ Ｒ Ｏ  Ｐ Ｅ Ｎ Ｎ （ グリ ーン）

参 加 条 件 ①②　どなたでも ご参加いただけます。

定 員 ①②　合わせて４ ６ 組

TEL： ０ ３ －５ ７ １ ３ －３ ８ ６ ６ 　 E-MAI L： j ar a@j ar a-npo. or g

競 技 方 法
①②男子・ 女子ダブルス
ト ーナメ ント 方法
１ ５ 点－１ ５ 点－１ １ 点　 ２ ゲーム先取
タ イ ムアウト ２ 回－２ 回－１ 回　 30秒／１ 回
セッ ト 間　 2分（ タ イ ブレ ーク 3分）
コ ート 内、 ウォ ーミ ングアッ プ　 ４ 分間

審 判 方 法
①②男子・ 女子ダブルス
全試合三審制
・ ゲーム終了後の審判は敗者組　 主審・ 副審　 勝者組の一人は副審を お願いし ます。
・ 競技中は、 レ ンズ式（ プラ スティ ッ ク ） の保護眼鏡の着用を 義務づけます。
・ 審判は　 三審制で行ないます。
・ 第１ 試合の審判( 主・ 副) は、 同コ ート の第３ 試合の選手と なり ます。

そ の 他
・ 参加希望者へお願い事項
　 本大会参加者は、 大会終了後の入賞者及び大会試合中の写真なら びに動画撮影等を
　 協会ホームページへ掲載さ れるこ と を ご了承の上、 参加申込を お願いし ます。
・ 受付は、 タ イ ムテーブルの試合開始予定時刻の１ 時間前までに済ませてく ださ い。
・ 第３ 試合の選手の受付は、 タ イ ムテーブルの第１ 試合開始予定時刻までに済ませてく ださ い。
・ 第１ 試合の選手の受付は、 会場の開場時間により 設定いたし ますので、
　 タ イ ムテーブルを ご確認く ださ い。
・ タ イ ムテーブル上の試合開始予定時刻に遅れた場合は棄権と みなし ます。
・ 試合は、 タ イ ムテーブルが基本ですが、 進行状況によっ ては変更さ れる場合があり ますので
　 大会本部の指示によっ て進行するこ と を 予めご了承く ださ い。
・ ゴールドジム横浜馬車道は、 16歳未満の入場は
　 ご遠慮いただいており ますのであら かじ めご了承く ださ い。
・ 受付の際は、 登録会員は、 JARAカ ード を 提示し てく ださ い。
・ その他詳細は、 JARA競技規則・ JARA審判規則に基づいて行います。
・ 会場での盗難等のト ラ ブルについて、 会場及びJARAは責任を 一切負いかねます

組 み 合 わ せ 方 法
①②男子・ 女子ダブルス
　 ラ ンキングNo. 1～No. ８ は、 ポイ ント 順と する。
　 ラ ンキングNo. 9～No. 16は、 No. 9～16内で抽選と する。
　 ラ ンキングNo. 17～No. 32は、 No. 17～No. 32内で抽選と する。
なお、 参加組数にて組み合わせ内容を 変更する場合があるこ と を ご了承く ださ い。

お 問 合 せ 特定非営利活動法人　 日本ラ ケッ ト ボール協会

TEL： ０ ３ －５ ７ １ ３ －３ ８ ６ ６ 　 E-MAI L： j ar a@j ar a-npo. or g

お 問 合 せ 特定非営利活動法人　 日本ラ ケッ ト ボール協会



第３５回　全日本ダブルス選手権大会

廣瀬尚昭(ＧＧＹＢ)・清水映雄(スパ白金) 岩橋美紀子(住之江)・坂本登志子(Ｙ学園)

河野通宗(ＩＲＴ-Ｊ)・清水弘史(フリー) 葉梨彩子(スパ白金)・小木戸沙紀(ＧＧＹＢ)

末永孝史(グンゼ川口)・山口周史(グンゼ川口)
　 蒲原亮生(グンゼ)・中野優樹(リョーユー)

小堺恵美(テ国領)・笠野優子(テ国領)
平野千春(ダイドー)・大角久美子(テ国領)



16s Qtrs Semis Final

廣瀬　 尚昭( GGYB) /清水　 映雄（ スパ白金）

BYE

5.2

佐々木  亨( I RT-J) /嶋倉　 成利( SD旭)

廣瀬　 尚昭

10.8

菊田　 友彦(住ノ 江) /大西　 孝義（ 住ノ 江）

石山　 司( ｸﾞ ﾝｾ゙ 川口) /光山　 徹( I RT-J)

末永　 孝史( ｸﾞ ﾝｾ゙ 川口) /山口　 周史( ｸﾞ ﾝｾ゙ 川口)
（5）11.1

10.13

（ Ｄ Ｅ Ｆ ） 中川　 猛(名セ大) /佐藤　 祐真(名セ大)

長谷川　 文也(プロケネ) /野田　 泰正（ テ国領）
Ｄ Ｅ Ｆ 勝

BYE

星野　 淳( GGYB) /田邉　 翔（ GGYB）
清水　 映雄

松本　 要( Rai nbows) /米良　 充司(テ国領)

中野　 優樹( ﾘｮ ﾕーー ) /蒲原　 亮生(グンゼ)

7.4

9.13

河野　 通宗( I RT-J) /清水　 弘史（ フ リ ー）

第３５回全日本ダブルス選手権

男子ダブルス　結果

7.9

3.4

9.4

2.3

4.4

12.4

松崎　 茂（ テ国領） /松原　 理（ テ国領）

小田　 隆治(テ宮崎台) /月居　 利久（ テ宮崎台）

四方　 俊明(住ノ 江) /松永　 幸也(グンゼ)



大島　 幸恵( ｸﾞ ﾝｾ゙ 川口) /大越　 裕代( phoeni x)

第３５回全日本ダブルス選手権

女子ダブルス　結果

16s Qtrs Semis Final

小堺  恵美( テ国領) /笠野　 優子( テ国領)

林　 晶枝( 住ノ 江) /谷口　 三恵子( 住ノ 江)

辻本　 比呂美( フ リ ー) /柴山　 恭子( テ国領)

葉梨　 彩子( スパ白金) /小木戸　 沙紀( GGYB)

大角　 久美子( テ国領) /平野　 千春( ダイ ド ー)

小林　 澄江( ｸﾞ ﾝｾ゙ 川口) /麻生　 恵美子( ｸﾞ ﾝｾ゙ 川口)

島田　 朋子( テ大泉) /高原　 瑞穂( GGYB)

浅利  裕子( スパ白金) /古田　 智鶴子( スパ白金)

13（8）0

福谷　 友美( GGYB) /佐藤　 直美( GGYB)

中嶋　 滋子( phoeni x) /北村　 永( phoeni x)

中村　 裕美( ﾘｮ ﾕーー ) /柴田　 綾子( ｸﾞ ﾝｾ゙ 川口)

高橋  玲子( セサミ ) /小林　 知子( スパ白金)

坂本　 登志子( Ｙ 学園) /岩橋　 美紀子( 住ノ 江)

荒井  美樹( ｸﾞ ﾝｾ゙ 川口) /鈴木  光子( テ国領)

南野　 佐代子( ﾘｮ ﾕーー ) /青木　 香苗( ﾘｮ ﾕーー )

10.9

11.4

4.1

（7）5.3

13（7）6

6.2

5.7

（10）11.1

7.10

坂本登志子

岩橋美紀子

11.10

（13）10.7

2.9

3（14）3

14.6



No. ﾗﾝｷﾝｸﾞ 名前　 JARA番号 クラブ名 ポイント 合計 No. ﾗﾝｷﾝｸﾞ 名前　 JARA番号 クラブ名 ポイント 合計

廣瀬　尚昭 2808 GGYB 380 小堺  恵美 5783 テ国領 280

清水　映雄 2668 スパ白金 380 笠野　優子 6007 テ国領 360

河野　通宗 2225 IRT-J 360 葉梨　彩子 6102 スパ白金 240

清水　弘史 1296 フリー 380 小木戸沙紀 6053 GGYB 400

星野　　淳 2932 GGYB 250 大角久美子 6045 テ国領 242

田邉　　翔 2974 GGYB 250 平野　千春 6055 ダイドー 242

長谷川文也 1358 プロケネ 234 南野佐代子 6035 ﾘｮｰﾕｰ 230

野田　泰正 1718 テ国領 234 青木　香苗 6046 ﾘｮｰﾕｰ 230

石山　　司 2933 ｸﾞﾝｾﾞ川口 200 高橋  玲子 5187 セサミ 224

光山　　徹 1348 IRT-J 200 小林　知子 5440 スパ白金 224

松崎　　茂 2851 テ国領 174 浅利  裕子 5793 スパ白金 220

松原　　理 2455 テ国領 174 古田智鶴子 5557 スパ白金 220

小田　隆治 2880 テ宮崎台 170 福谷　友美 6096 GGYB 190

月居　利久 2135 テ宮崎台 170 佐藤　直美 6100 GGYB 190

菊田　友彦 3011 住ノ江 150 大島　幸恵 6048 ｸﾞﾝｾﾞ川口 186

大西　孝義 2004 住ノ江 150 大越　裕代 6042 phoenix 160

中川　　猛 1472 名セ大 120 島田　朋子 5161 テ大泉 154

佐藤　祐真 3023 名セ大 120 高原　瑞穂 6054 GGYB 154

四方　俊明 2226 住ノ江 120 中嶋　滋子 5208 phoenix 176

松永　幸也 3035 グンゼ 60 北村　　永 6072 phoenix 130

中野　優樹 2987 ﾘｮｰﾕｰ 180 辻本比呂美 6084 フリー 160

蒲原　亮生 3007 グンゼ 0 柴山　恭子 6101 テ国領 146

佐々木  亨 2575 IRT-J 120 中村　裕美 6078 ﾘｮｰﾕｰ 16

嶋倉　成利 2670 SD旭 0 柴田　綾子 6067 ｸﾞﾝｾﾞ川口 176

末永　孝史 2995 ｸﾞﾝｾﾞ川口 32 荒井  美樹 5728 ｸﾞﾝｾﾞ川口 136

山口　周史 1786 ｸﾞﾝｾﾞ川口 0 鈴木  光子 5702 テ国領 40

松本　　要 2934 Rainbows 0 林　　晶枝 6103 住ノ江 0

米良　充司 2359 テ国領 0 谷口三恵子 6087 住ノ江 120

小林　澄江 5977 ｸﾞﾝｾﾞ川口 20

麻生恵美子 6059 ｸﾞﾝｾﾞ川口 60

坂本登志子 5233 Ｙ学園 0

岩橋美紀子 5232 住ノ江 60
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2018年度　第35回　全日本ダブルス選手権大会　参加者名簿

男子の部 女子の部
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優勝 準優勝 第三位

1984年 第1回 男子 湊貴美・平坂祥和 後和和久・韮塚友彦 大山俊・古田豊 石本道雄・吉原輝彦

女子 藁谷真弓・佐川昌子 直井恵子・松木ツル恵 関口未冴・渡辺ナカ子 仲小路良子・鈴木宏枝

1985年 第2回 男子 湊貴美・平坂祥和 直井正一・城所孝 大山俊・古田豊 石本道雄・吉原輝彦

女子 渡辺恵里子・太田康子 関口未冴・渡辺ナカ子 戸沢志保子・木内恵美子 山田啓子・小林万喜恵

1986年 第3回 男子 大山俊･古田豊 湊貴美・平坂祥和 飯島剛･河原芳弘 石本道雄・吉原輝彦

女子 戸沢志保子・木内恵美子 渡辺恵里子・太田康子 影島雅美･尾村知美 島田滋子･佐藤郁美

1987年 第4回 男子 古田豊・木内正広 平坂祥和・吉原輝彦 奥山勤也・溝辺昭人 直井正一・中井裕次

女子 戸沢志保子・木内恵美子 宮本比露美・鳴海裕子 渡辺恵里子・太田康子 島田滋子･佐藤郁美

1988年 第5回 男子 平坂祥和・吉原輝彦 古田豊・木内正広 奥山勤也・溝辺昭人 明田吉博・小野剛嗣

女子 戸沢志保子・河口泰江 小林万喜恵・小藤雅美 関口未冴・城所恵美 太田康子・大霜淳子

1989年 第6回 男子 古田豊・木内正広 平坂祥和・吉原輝彦 奥山勤也・溝辺昭人 明田吉博・小野剛嗣

女子 小林万喜恵・小藤雅美 戸沢志保子・河口泰江 太田康子・大霜淳子 宮本比露美・土屋美奈

1990年 第7回 男子 古田豊・木内正広 平坂祥和・吉原輝彦 東良彦・鏑木聡 西村幸次・山浦茂

女子 小藤雅美・宮本比露美 戸沢志保子・小林万喜恵 笠原秀子・星尾武子 土屋美奈・印南京子

1991年 第8回 男子 小野寺英一・吉田潤市 古田豊・木内正広 平坂祥和・東良彦 明田吉博・小野剛嗣

女子 小藤雅美・宮本比露美 笠原秀子･小田原直子 中嶋滋子・関口未冴 早坂睦子・池田佳津子

1992年 第9回 男子 酒井正一・萩原剛 長谷川剛・常友陽 古江裕・船谷貞夫 平坂祥和・小野寺英一

女子 小藤雅美・宮本比露美 土屋美奈・印南京子 戸沢志保子・小林万喜恵 坂本登志子・山中理恵

1993年 第10回 男子 東良彦・ｽｺｯﾄ･ｼｪ-ﾌｧｰ 小野寺英一・吉田潤市 先崎剛・上田瞬 船谷貞夫・小野剛嗣

女子 脇本直美・笠原秀子 戸沢志保子・平山めぐみ 山崎あゆみ・宮本比露美 坂本登志子・山中理恵

1994年 第11回 男子 酒井正一・萩原 剛 エンソン井上・長谷川文也 吉田潤市・鈴木浩幸 常友陽・青木利康

女子 脇本直美・笠原秀子 坂本登志子・山中理恵 印南京子・鈴木理恵 小藤雅美・八木千晴

1995年 第12回 男子 酒井正一・萩原剛 吉田潤市・鈴木浩幸 先崎剛・上田瞬 エンソン井上・長谷川文也

女子 小藤雅美・宮本比露美 早瀬久美・岩橋美紀子 坂本登志子・山中理恵 沼田亜由美・笠原千容子

1996年 第13回 男子 酒井正一・萩原剛 吉田潤市・鈴木浩幸 東良彦・斎藤敬一郎 先崎剛・上田瞬

女子 宮本比露美・沼田亜由美 安田滋美・向井洋子 早瀬久美・岩橋美紀子 福井仁美・脇本直美

1997年 第14回 男子 酒井正一・萩原剛 長谷川文也・清水弘史 青木利康・河合忠義 木内正広・大堀隆士

女子 宮本比露美・沼田亜由美 落合京子・笠原秀子 早瀬久美・岩橋美紀子 野田悦子・橋本いつよ

1998年 第15回 男子 長谷川文也・清水弘史 上田瞬・先崎剛 天利義宣・鈴木浩幸 平城修・中川猛

女子 宮本比露美・内山亜由美 安田滋美・向井洋子 落合京子・笠原秀子 野田悦子・橋本いつよ

1999年 第16回 男子 天利義宣・鈴木浩幸 長谷川文也・清水弘史 平坂祥和・宇佐美裕健 平城修・三好和則

女子 宮本比露美・内山亜由美 野田悦子・橋本いつよ 安田滋美・向井洋子 早瀬久美・岩橋美紀子

2000年 第17回 男子 長谷川文也・清水弘史 ｽｺｯﾄ･ｼｪ-ﾌｧｰ・宇佐美裕健 天利義宣・鈴木浩幸 平坂祥和・斎藤敬一郎

女子 野田悦子・橋本いつよ 宮本比露美・内山亜由美 福井仁美・松本亜希子 坂本登志子・脇本直美

2001年 第18回 男子 長谷川文也・清水弘史 田中万弥・及川一重 平坂祥和・斎藤敬一郎 小野剛嗣・船谷貞夫

女子 宮本比露美・福住洋子 内山亜由美・一戸里美 早瀬久美・岩橋美紀子 野田悦子・橋本いつよ

2002年 第19回 男子 清水弘史・長谷川文也 小野剛嗣・船谷貞夫 四方俊明・河野通宗 平坂祥和・斉藤敬一郎

女子 野田悦子・橋本いつよ 坂本登志子・脇本直美 宮本比露美・福住洋子 内山亜由美・一戸里美

2003年 第20回 男子 長谷川文也・清水弘史 及川一重・田中万弥 吉村勝・西村幸次 中川猛・北村隆司

女子 橋本いつよ・宮本比露美 脇本直美・坂本登志子 高橋道子・稲見千鶴子 松本亜希子・小林知子

2004年 第21回 男子 長谷川文也・清水弘史 小野剛嗣・船谷貞夫 酒井正一・東良彦 四方俊明・河野通宗

女子 橋本いつよ・宮本比露美 脇本直美・坂本登志子 廣林恭子・小堺恵美 佐藤摩以子・増山理恵

2005年 第22回 男子 及川一重・田中万弥 長谷川文也・清水弘史 四方俊明・河野通宗 小野剛嗣・船谷貞夫

女子 脇本直美・坂本登志子 野田悦子・廉隅紋子 廣林恭子・小堺恵美 松本亜希子・小林知子

2006年 第23回 男子 清水弘史・河野通宗 長谷川文也・内藤大介 権東勇一郎・平城修 清水映雄・箱石靖

女子 坂本登志子・脇本直美 橋本いつよ・宮本比露美 松本亜希子・小林知子 廣林恭子・小堺恵美

2007年 第24回 男子 清水弘史・河野通宗 清水映雄・廣瀬尚昭 東良彦・酒井正一 小野剛嗣・四方俊明

女子 坂本登志子・脇本直美 橋本いつよ・宮本比露美 岩橋美紀子・梶野晴美 松本亜希子・小林知子

2008年 第25回 男子 清水弘史・河野通宗 清水映雄・廣瀬尚昭 東良彦・酒井正一 小野剛嗣・四方俊明

女子 佐藤摩以子・増山理恵 野田悦子・小堺恵美 橋本いつよ・宮本比露美 松本亜希子・小林知子

2009年 第26回 男子 河野通宗・清水弘史 小野剛嗣・四方俊明 野田泰正・長谷川文也 廣瀬尚昭・船谷貞夫

女子 坂本登志子・脇本直美 橋本いつよ・宮本比露美 野田悦子・小堺恵美 佐藤摩以子・増山理恵

2010年 第27回 男子 河野通宗・清水弘史 廣瀬尚昭・望野将司 長谷川文也・野田泰正 小野剛嗣・四方俊明

女子 坂本登志子・脇本直美 佐藤摩以子・増山理恵 関口美佐江・川端なおみ 梶野晴美・岩橋美紀子

2011年 第28回 男子 廣瀬尚昭・中野優樹 河野通宗・清水弘史 小野剛嗣・四方俊明 船谷貞夫・戎篤哉

女子 野田悦子・佐藤摩以子 梶野晴美・岩橋美紀子 大澤恭子・宇野信子 関口美佐江・北風未来

2012年 第29回 男子 河野通宗・清水弘史 廣瀬尚昭・中野優樹 宇佐美裕健・栗原宏次 船谷貞夫・戎篤哉

女子 野田悦子・佐藤摩以子 坂本登志子・脇本直美 井川恭子・宇野信子 岩橋美紀子・梶野晴美

2013年 第30回 男子 河野通宗・清水弘史 廣瀬尚昭・中野優樹 長谷川文也・野田泰正 船谷貞夫・戎篤哉

女子 小堺恵美・内藤祥子 関口美佐江・北風未来 岩橋美紀子・梶野晴美 井川恭子・宇野信子

2014年 第31回 男子 河野通宗・清水弘史 廣瀬尚昭・清水映雄 小野穣・四方俊明 戎篤哉・中野優樹

女子 脇本直美・佐藤摩以子 坂本登志子・加藤寛子 関口美佐江・北風未来 大沼まどか・小堺恵美

2015年 第32回 男子 河野通宗・清水弘史 廣瀬尚昭・清水映雄 小野穣・四方俊明 中野優樹・蒲原亮生

女子 岩橋美紀子・梶野晴美 加藤寛子・星野沙織 大沼まどか・宇野信子 渡邉麻里・増田純子

2016年 第33回 男子 河野通宗・清水弘史 廣瀬尚昭・清水映雄 松崎茂・松原理 小野穣・四方俊明

女子 岩橋美紀子・梶野晴美 大沼まどか・宇野信子 高橋玲子・小林知子 小木戸沙紀・永末弥生

2017年 第34回 男子 河野通宗・清水弘史 廣瀬尚昭・清水映雄 戎篤哉・中野優樹 星野淳・田邉翔

女子 野田悦子・小木戸沙紀 小堺恵美・笠野優子 宇野信子・大沼まどか 葉梨彩子・関口美佐江

2018年 第35回 男子 廣瀬尚昭・清水映雄 河野通宗・清水弘史 末永孝史・山口周史 中野優樹・蒲原亮生

女子 坂本登志子・岩橋美紀子 葉梨彩子・小木戸沙紀 小堺恵美・笠野優子 大角久美子・平野千春

全日本ダブルス選手権大会　過去の大会成績
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