
第６９回全国レクリエーション長野大会

第２４回全国パドルテニス大会参加報告

種目別参加参加数 競技都府県別参加申込数

種目 クラス 種目番号 参加組数 ％ 参加人数 都府県 参加人数 ％ 順位 懇親会

A.上級 1 12 7.0% 24 秋田県 8 2.2% 11 0

B.中級 2 10 5.8% 20 宮城県 10 2.7% 10 4

C.初級 3 4 2.3% 8 福島県 15 4.3% 8 7

小計 26 52 石川県 28 7.6% 4 0

A.上級 4 11 6.4% 22 茨城県 6 1.6% 14 0

B.中級 5 12 7.0% 24 群馬県 46 12.5% 2 0

C.初級 6 7 4.1% 14 埼玉県 8 2.2% 11 0

小計 30 60 千葉県 8 2.2% 11 0

クリスタル 7 20 11.6% 40 東京都 116 32.9% 1 31

ゴールド 8 12 7.0% 24 神奈川県 1 0.3% 17 0

プラチナ 9 17 9.9% 34 岐阜県 20 5.4% 5 2

小計 49 98 三重県 19 5.2% 6 1

A.上級 10 13 7.6% 26 滋賀県 31 8.4% 3 1

B.中級&初級 11 21 12.2% 42 大阪府 0 0.0% 18 0

小計 34 68 広島県 0 0.0% 18 0

A.上級 12 6 3.5% 12 山口県 5 1.4% 15 1

B.中級&初級 13 27 15.7% 54 香川県 15 4.1% 9 1

小計 33 66 高知県 0 0.0% 18 0

合計 172 344 福岡県 16 4.6% 7 2

ふれあい交流 14 12 沖縄県 0 0.0% 18 0

競技者合計 合計 356 ＊長野県 4 1.1% 16 2

体験レッスンコーナー 6 その他 0 0.0% 18 5

スタッフ総数 71 合計 356 57

総計 433 ＊長野県は県協会なし。

応援者・視察者 15

優勝者・準優勝者

2015/9/20 16:00 競技終了

9/20　13:00～15:00

一般男子ダブルス

一般女子ダブルス

ミックスダブルス

シニア男子ダブルス

シニア女子ダブルス

エントリー

一般男子上級 12 福岡　秀仁 東京 小林　　亮 東京 奥村　　浩 東京 宮崎　　剛 東京

一般男子中級 10 大久保和久 東京 石田　清史 東京 征矢　正美 千葉 野村　正広 千葉

一般男子初級 4 新井　寿和 群馬 都丸　和秀 群馬 戸塚　康幸 群馬 八高　茂之 群馬

一般女子上級 11 篠原　妙子 東京 小林　和枝 東京 藤木　紀子 東京 内野　幸栄 東京

一般女子中級 12 大川　幸子 東京 池田真由美 東京 畑中　博美 宮城 神尾　京美 宮城

一般女子初級 7 入澤　晴美 群馬 井上理恵子 群馬 坂井　　泉 東京 越智　郁恵 東京

ミックスクリスタル 20 八ツ田　清 東京 岡島はつ子 東京 白木　広宣 岐阜 廣瀬あゆみ 岐阜

ミックスゴールド 12 鈴木　清人 東京 稲垣　美保 東京 小寺　光彦 東京 宮腰　典子 東京

ミックスプラチナ 17 仲田　　博 東京 仲田須美子 東京 筒井　幹夫 香川 塩谷　友子 香川

シニア男子上級 13 中口　昇二 福岡 嶋田　知己 福岡 柚木　道男 石川 斎藤　憲治 石川

シニア男子中・初級 21 白潟　義則 福岡 大田　兼博 福岡 竹内　津好 東京 相田　真 東京

シニア女子上級 6 長田　君子 東京 宮本　晶子 東京 宮本　良子 東京 渡部　孝子 東京

シニア女子中・初級 27 小林美智留 埼玉 永沼　由美 埼玉 井上　豊子 東京 滝井　都 東京

優勝 準優勝
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