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２００１年度中郡卓球協会行事報告

種 目 名 参加数 優 勝 準 優 勝 第 ３ 位

＊第１６回中郡シングル選手権＊ 2001.06.10 国府中学校＋国府小学校

男子個人戦 72 西河（健康卓球ｸﾗﾌﾞ） 高橋（卓友会） 岡本（個人） 笠 （大磯ｸﾗﾌﾞ）

女子個人戦 36 平野（二宮高校） 角田（大磯ｸﾗﾌﾞ）斉藤（大磯ｸﾗﾌﾞ）脇（ふじみｸﾗﾌﾞ）

＊第２０回西湘オープン高校団体戦＊ 2001.07.28 平塚見附台体育館

男子団体戦 選挙のため会場が使えず中止

女子団体戦

＊ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ’２００１＊ 2001.08.05 国府中学校

団体戦の部 杉谷・曽根田 林・青木・ 野崎・小出展・ 平野・坂口・片野

１位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 勝又（磯中） 石井（若草） 飯島 （磯中）

団体戦の部 太田・角田・ 加藤（二高）・ 斉藤・藤原（若 藤村・小泉（二高）

２位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 54 西川（磯中） 大井川・高橋 草）・岸（若草） ・長谷山（二高）

団体戦の部 浜口・佐藤・ 曽我(二高)・阿 西河・曽我・ 小清水（二高）・

３位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 田中（磯中） 部・石井（健康）内海 脇・唐鎌

ｶﾃﾞｯﾄ男子の部 30 舩橋智俊（磯中）池田全希（磯中）武井花衣（磯中）西方博紀（磯中）

ｶﾃﾞｯﾄ女子の部 17 鈴木菜月（磯中）佐藤慶子（磯中）尾崎由衣（国中）小幡奈保子（磯中）

＊第２０回西湘ｵｰﾌﾟﾝ中学団体＊ 2001.11.23 見附台体育館

男子団体戦 34 綾瀬城山中Ａ 萩園中学校Ａ 伊勢原中学校Ａ 北の台中学校Ａ

女子団体戦 15 萩園中学校Ａ 山北中学校 田浦中学校Ａ 綾瀬城山中学校Ａ

＊第１１回中郡地区別親善大会＊ 2001.11.18 二宮町立体育館

団体戦 ７ 大磯小地区Ａ 国府小地区 大磯小地区Ｂ 二宮小地区Ａ

＊第１７回中郡ダブルス選手権＊ 2001.01.28 二宮町立体育館

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽの部 笠 良一 西河 雅章 曽根田和行 田中 亨

牧田 悟 小泉光五郎 阿部 貴史 曽根田友暁

（大磯クラブ） （大磯ｸﾗﾌﾞ・健康卓球） （ＳＴＣ） （ＳＴＣ）

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽの部 角田 高子 斉藤ツネ子 森 顕恵 小田 真理

野崎 典子 井上 道恵 石井 貴子 池田 美穂

（大磯クラブ） （大磯クラブ） （大磯高校） （ふじみクラブ）

＊第２０回中郡卓球選手権大会（団体戦の部）＊ 2002.02.17 大磯中学校

男子団体戦の部 20 ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝＡ ＳＴＣ A 大磯クラブＡ 大磯中学校Ａ

女子団体戦の部 ７ 大磯ｸﾗﾌﾞ・二高 ふじみクラブ 大磯中学校Ａ あじさいクラブ
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＊第２１回西湘ｵｰﾌﾟﾝ卓球大会記録＊ 2002.03.21 見附台体育館＋江陽中学校体育館

小学生男子の部 小学生女子の部
優勝 橋本 唯史（丸善ｸﾗﾌﾞ） 優勝 伊積 ひかり（ＩＦＣ）
２位 岡田 由紘（町田ｼﾞｭﾆｱ） ２位 円道 沙紀 （岸田ｸﾗﾌﾞ）
３位 伊積 健太（ＩＦＣ） ３位 仲里 美穂 （Seedling）
３位 久米 拓也（丸善ｸﾗﾌﾞ） ３位 峰岸 絵里香（千木良 T.P.C）

中学１年生男子の部（中学１年生以下） 中学１年生女子の部（中学１年生以下）
優勝 中井 友紀（丸善ｸﾗﾌﾞ） 優勝 小川 直子 （ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ）
２位 平屋 広大（毛呂山 T.T.C） ２位 田中 千章 （ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ）
３位 大橋 勇也（ＫＭＳＣ） ３位 藤島 和奈 （綾北中）
３位 加藤 大輔（丸善ｸﾗﾌﾞ） ３位 森藤 みなみ（寒川東中）

中学２年生男子の部（中学２年生以下） 中学２年生女子の部（中学２年生以下）
優勝 平屋 徹（尾久八幡中） 優勝 秦 由利香（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ）
２位 小沢 卓人（妙典中） ２位 菅野 真結 （綾瀬城山中）
３位 松成 貴洋（南成瀬ｸﾗﾌﾞ） ３位 池林 里紗 （綾瀬城山中）
３位 三富 一輝（南成瀬ｸﾗﾌﾞ） ３位 藪 真理奈 （田浦中）

一般男子の部 一般女子の部
優勝 橋本 泰樹（丸善ｸﾗﾌﾞ） 優勝 中澤 好美（ＳＶＡ）
２位 田中 博之（武相高校） ２位 吉岡 宏栄（茅ヶ崎北陵高校）
３位 藤井 孝一（青嵐ｸﾗﾌﾞ） ３位 三坂 笑美（海老名高校）
３位 大萱 芳久（青嵐ｸﾗﾌﾞ） ３位 平野 智子（二宮高校）

壮年男子の部（３６歳以上） 壮年女子の部（３６歳以上）
優勝 青木 祐史（綾瀬ｸﾗﾌﾞ） 優勝 関谷 順子 （藤岡ｸﾗﾌﾞ）
２位 村上 勝美（三浦藤沢信用金庫） ２位 橋本 淳子 （丸善ｸﾗﾌﾞ）
３位 高井 正美（平塚卓栄会） ３位 飯島 世津子（ＭＭＣ）
３位 今井 義勝（綾瀬ｸﾗﾌﾞ） ３位 大森 しげみ（相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会）

ミドル男子の部（４６歳以上） ミドル女子の部（４６歳以上）
優勝 三橋 雄司（平塚卓栄会） 優勝 庄司 文子 （ＺＥＲＯ）
２位 渡辺 慶二（個人） ２位 直井 いつ子（相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会）
３位 蜂谷 剛（平塚卓栄会） ３位 大森 節子 （望）
３位 鈴木 卓男（南成瀬ｸﾗﾌﾞ） ３位 青木 文子 （はまゆう）

シニア男子の部（５６歳以上） シニア女子の部（５６歳以上）
優勝 前川 紘一（逗子ｸﾗﾌﾞ） 優勝 堺田 温子 （大正同好会）
２位 田中 昇 （富士ﾌｨﾙﾑ） ２位 伊藤 扶美子（信興ﾃｸﾉﾐｽﾄ）
３位 菊地 政宣（富士通） ３位 山口 道子 （相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会）
３位 木次谷四郎（瞬美館ｸﾗﾌﾞ） ３位 鈴木 美枝子（衣笠卓球ｸﾗﾌﾞ）

ゴールドの部（男女６６歳以上）
優勝 菊池 孝（平塚ＹＯＣ）
２位 宇野 嘉一（大正同好会）
３位 島崎 亘弘（さざんか卓球愛好会）
３位 由井 和雄（横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）

＊県大会の記録＊
夏の県大会

＜男子団体戦＞ ﾍﾞｽﾄ 16 大磯中学校
＜女子団体戦＞ ﾍﾞｽﾄ８ 大磯中学校

県新人大会
＜男子団体戦＞ ﾍﾞｽﾄ 16 大磯中学校
＜女子団体戦＞ 第３位 大磯中学校 → 関東選抜出場
＜男子個人戦１年生の部＞ﾍﾞｽﾄ 16 伊藤 晃（国府中学校）

関東大会県予選
＜女子個人戦＞ ﾍﾞｽﾄ 16 平野智子（二宮高校）

県新人大会
＜女子個人戦＞ １１位 平野智子（二宮高校）

中郡卓球協会ＨＰアドレス http://www.geocities.co.jp/Athlete-Olympia/3287/


