
（公財）日本卓球協会 段位取得者 （令和 4年 3月 31日現在） 

岩手県 
【 ６段 】 小林みちる  藤原登司 

【 ５段 】 小田桐憲仁 

【 ４段 】 藤原 純一  滝浦 一樹  滝浦 直人 

【 ３段 】 加藤 順子  松村 直幸  法領田源三  佐々木久美子  室岡 賀子  藤原 寿文 

      茂庭 文仁  石川真寿美  細川 健治  小林 耕也  伊藤 哲也  大澤 礼二 

      似内  孝  斎藤 修司  鈴木三和子  野田 春輔  多田美代子  佐藤亜由美 

      川原 真帆  佐藤夏奈子  佐々木昭子  森川 正和  岩渕由貴子  本田 郁美 

      佐々木孔子  本田麻童香  佐々木光彦  佐々木源幸  佐藤 武志  柏山  潤 

菅原  歩  藤澤 幸子  似内美津恵  大野 泰士  浅沼  愛  滝浦 幸子 

菊池賀代子  髙橋 梓海  北原 大輝  星  智仁  小田中栄一  金野  享 

小野 信雄  小山 絢子  千葉 正勝  村上千賀子  松田 久信  小野寺翔平 

村上 英宏  及川 綾子 

【 ２段 】 三上 徳子  菅原 悦子  村上 正臣  武田 久男  福田 憲子  阿部 隆司 

      佐藤 達也  吉田 瑞江  土田 美幸  高橋 謙太  秋田 貴仁  小野 哲也 

佐藤 保秀  外川美智子  菅生 光輝  伊藤 孝耶  高好 裕巳  佐藤  苗 

石川 克哉  佐々木啓二  菅生真由美  相原 正義  南  克幸  平船 成海 

今野 義信  小岩 大地  熊谷 浩一  高橋 拓人  北條 徹弥  小原 強太 

小笠原裕子  滝浦 華奈  千田 智子  北村  翔   磯谷 雄磨  鈴木 陽子 

      塩倉亜佑美  鈴木 太一  増沢  薫  佐々木あき   皆川  朝    平舩  文 

      大槻 周瑛  藤原 美紀  松坂 久夫  開田 貞子   舘岡 享祐   永井 竜司 

      小野寺有矢  田中 則彦  坊屋敷クミ  黒澤 文江   高橋 裕地  滝本 勝幸 

            安倍  香  佐藤 瑠衣  福澤 昇悟  阿部 和貴   大向 悠太  久保登貴子 

            三浦 一江  鈴木  晶  小林りんご  多田 啓佑  佐々木伸人 

【 初段 】 赤坂 敏明  池田健太郎  石川 和亮  伊藤 達雄  伊藤 良樹  佐藤江梨子 

      岩崎 信也  上路すが子  及川 光一  大友 章子  大山 秀平  大山 秀一 

      小野寺真由美   小野  豊  加藤 慶之  加藤 誠之  神山 義弘    川村 彩子 

      川村 和人  瓦井眞理子  菊地 行男  菊地 裕子  北村  理  金野 晃美 

      工藤  修  工藤 タマ  熊谷 勝幸  熊谷  繁  黒沢 友章  小菅 真希 

      今野 建賢  金野 史世  金野 靖之  佐々木陽子  佐藤 正樹  下舘  匠 

      柴田 徳明  清水 正己  菅原シズ子  瀬川 岳伸  瀬川 牧子  千田 京子 

      高橋 千佳  高浜 長寿  竹内 健治  田高奈友美  田澤シズ子  田中 邦子 

      千田 房枝  千田 康彦  千葉 光範  千葉 正行  中虫壁真人  似内 祥英 

      長谷川文康  日影 香織  平賀  純  平川 悦子  福田 信朗  福山富貴子 

      藤川 英樹  藤田  博  藤村  敏  藤原  功  細川  健  堀合 寛純 

      前川 義雄  宮  正子  八重樫志穂  八木  司  安久津吉延  山本 隆史 

      横石みゆき  吉田 英晴  渡辺 健悦  阿部かづえ  阿部 輝将  阿部 邦章 

      安倍  副  伊藤 キヌ  羽藤 博和  奥寺  力  河内 静香  吉田 路子 

      刈屋 賢一  寒風 一恵  関  佳子  岩見 純一  岩崎  茂  岩崎 理恵 

      菊地 久子  菊池  章  菊池 和美  菊田  勉  吉田 行恵  吉田善之助 

      及川 ミエ  及川 絢子  及川 昌規  共田 麻紀  郷家 祥一  熊谷 一聡 

      熊谷 俊哉  熊谷 伸寿  熊谷智恵美  工藤 路子  広田 和宏  江苅 聡志 

      高橋 孝子  高橋 次夫  高橋 真一  高橋 博市  高橋美津秋  高橋 勇喜 

      高橋 里美  高橋 和則  高橋 和博  高八卦絵里子  黒田しのぶ  今村 里奈 

      根田 重美  佐々木栄子  佐々木賢一  佐々木 孝  佐々木伸人  佐々木真奈美 

      佐々木美保子  佐々木 睦  佐藤みゆき  佐藤 綾士  佐藤 弘子  佐藤 浩子 

      佐藤  清  佐藤  武  佐藤 隆子  細川 康生  笹渡 睦子  三河 和子 

      山崎 孝子  山中 千夏  山田  保  山内  互  山内 文子  山本 昭博 

      似内恵美子  宍戸 時雄  若沢 幸弘  手塚 保雄  秋森奈歩子  小笠原ルミ子 

小笠原一枝  小笠原敬子  小笠原素比子  小原 圭宏  小菅 由紀  小瀬川真美子 

      小川 和夫  小田島賢志  小田弥須夫  小畑 珠子  小野 和子  松橋 伸夫 



      松本 光英  上平 久人  上野  守  新沼 興隆  多田 洋子  新堀 文子 

      森下 幸恵  杉田 正人  菅原多津雄  瀬川マツミ  瀬川 悦司  瀬川  勉 

      星久  吾  星野 和己  清水真知子  西舘  正  西野 史惠  石川安津子 

      石川  文  千葉  梢  宍戸まゆみ  村上  宏  村上 文彦  多田真由美 

      多田二三夫  大山 洋平  大森久実子  大須賀 徹  谷地 裕子  谷藤 陽子 

      猪野 清子  長者森美代子  渡邊 健次  唐木 昌彦  島 トシ子  嶋  裕香 

      藤原 怜美  藤村チエ子  内澤 敏之  日当  修  白土 重亟  薄衣百合子 

      八島 隼人  蛇口 幸子  飯岡 憲一  富手 一二  小田桐 睦  平  志乃 

      米内多喜子  片岸  晟  北条 光秀  北田万次郎  鈴木 栄子  鈴木  京 

      鈴木 正雄  鈴木 和好  浪岡 四郎  和川 智子  攝待 まり  駒形 元気 

      佐々木未緒  尾形みゆき  大関  敦  川崎 修治  宮  義裕  堀越 敏子 

      斎藤  豊  高橋 俊明  八重樫まゆみ  大久保あゆみ  安藤  悟  佐々木光太郎 

      那須 吏貴  高橋 春香  須藤 晃司  鈴木田鶴子  酒井 玲子  小原 陽香 

築地 佑太  小林 伸也  宮川  恵  新沼 大隆  佐々木 亘  皆川  啓 

      菅野 文矢  小池 里弥  大木 優輔  及川 大寿  村松 直子  佐藤 忠助 

      中村千代太  堤内 美江  安倍 慎人  鈴木  陵  阿部慶一郎  佐藤 康平 

      小林 一男  齋藤 芳三  富士田徳治  佐藤 正子  田中テツ子  藤原 節子 

      齋藤美代子  小嶋 大亮  菊地 健太  関向  優  吉田 任宏  坂下 安奈 

      兼子 杏里  作並由希子  武藤 敬悦  加藤 賢一  岡田 賢一  橋場さとこ 

      氏家 吏美  千田  泉  高橋 秋枝  藤井 慎也  西舘 恵子  川代 貴大 

      大槻 千薫  千葉 義和  佐藤 光春  佐藤 美惠  菅原 真希  菊地 信子 

      菅原 将樹  今野 文陽  下谷地麻美  阿部 慶智  菅原 義彦  中村 真大 

      今野 弘章  川原 善弘  岩渕 ヒデ  小野寺美咲  宮村 修平  大槻 丈瑛 

      佐藤 紗希  小川 美結  砂金 恒平  佐々木 亘  佐々木直美  小池 和美 

      惠平 祐希  三角 義彦  根田  希  菅原 千里  松浦明香里  阿部 竜也 

      細川 亜美  小林 里美  佐々木珠利  大和田剛史  藤井 啓明  宮本 祐輔 

      大槻 登志  髙間木和子  須藤 健太  瀬川 紗希  青柳 晴美  大橋眞理子 

      斎藤真里子  及川ケイ子  多田 昌子  八重樫 歩  皆川 幸将  中虫壁不二夫 

      阿部 勝洋  阿部 光男  佐藤 正和  和泉 暢悦  中村 平一  下舘 聡子 

      大山さま江  藤原絵利子  村上 将記  久保 一矩  高橋亜紗可  栁田 桜子 

      塚本 佳苗  熊谷ほのか  本間  新  川原  治  高橋  玄  藤原 洋三 

      三本木春花  海上 光平  尾形なつき  水野 昌宣  藤原 由依  菅野 克也 

      古賀 喜子  村松 信吾  浅利 文子  後藤たい子  冨岡 聖子  菊池 義久 

      高橋 志歩  砂子 拓海  千葉麻衣子  平澤ヒサ子  伊藤丈一郎  熊谷 凌我 

      佐藤 琴実  菊池 愛蘭  佐藤英里奈  髙橋悠太郎  加藤  敬  濱田  順 

      鈴木  慧  遠藤 唯夢  池田 陽翔  髙野 直也  明戸  結  菊池  愛 

      佐々木 南  菅野  葵  菅原 龍也  平  裕希  石井 大生  浅沼  学 

       中澤 友貴  福島 成亜  入江 崇武  石川  凜  中里 莉彩  大場 隆也 

       庄司 桃佳  今野実紗季  白石 美佳  村松 正夫  鈴木由美子  山田ももか 

      栩内 琉刀  兼平 優斗  齋藤 太一  佐藤 遼太  野中 大地  伊東 明香 

      佐藤 詩華  高橋 心愛  佐藤  洸  佐々木将人 

 

 


