
2003年度 中郡卓球協会 行事報告

中郡卓球選手権大会

第18回シングルスの部 2003.6.8（日） 国府中学校体育館

優勝 準優勝

男子の部 116 曽根田 和行 牧田 悟 藤原 猛 林 慎吾

STC 大磯ｸﾗﾌﾞ STC ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ

女子の部 36 平野 智子 佐々木 八重子 野崎 典子 小田 真理

個人 個人 大磯ｸﾗﾌﾞ ふじみｸﾗﾌﾞ

第19回ダブルスの部 2003.1.25（日） 二宮町立体育館

優勝 準優勝

男子の部 曽根田 和行 牧田 悟 千葉 孝行 斉藤 昌久

阿部 貴史 西河 雅章 山下 俊行 南木 照男

ＳＴＣ 鈴音親子・健康卓球 大磯高校ＯＢ 鈴音親子

女子の部 井上 道恵 鈴木 京子 篠崎 真貴 北村 和江

野崎 典子 鶴田 洋子 小佐野 香世 杉崎 暁美

大磯ｸﾗﾌﾞ 二宮ｸﾗﾌﾞ 大磯中学校 あじさいｸﾗﾌﾞ

第22回団体戦の部 2004.2.8(日） 大磯中学校体育館

優勝 準優勝

男子の部 21 鈴音親子卓球ｸﾗﾌﾞＡ 大磯ｸﾗﾌﾞ 教員ｸﾗﾌﾞ STC A

女子の部 8 ふじみｸﾗﾌﾞ 大磯ｸﾗﾌﾞ STC A 大磯あじさいｸﾗﾌﾞ A

親睦大会

サマーフェスティバル2003 2003.8.3（日） 国府中学校体育館

団体戦 15

優勝 準優勝

1位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 池田・開澤・平野ﾁｰﾑ 牧田・田中・陶山ﾁｰﾑ 岸・小野寺・藤原ﾁｰﾑ 岡本・浅尾・藤原猛ﾁｰﾑ

2位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 常盤・笠・杉谷ﾁｰﾑ 佐藤・石井純・長谷山ﾁｰﾑ 津坂・坂口・角田ﾁｰﾑ 斎藤・太田・佐藤慶ﾁｰﾑ

3位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 神保・青木嘉・曽根田和ﾁｰﾑ 若菜・斎藤ﾂ・小清水瑠ﾁｰﾑ 山本・青木幹・曽根田友ﾁｰﾑ 成岡・近藤・小清水絵ﾁｰﾑ

4位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 南木・加藤・石井良ﾁｰﾑ 曽我・大和・藤原春ﾁｰﾑ 神保・田中・阿部ﾁｰﾑ

カデット個人戦

優勝 準優勝

男子の部 38 勝又 隆一 大嶋 奏 竹本 瀬二 綾部 圭介

大磯中 大磯中 大磯中 大磯中

女子の部 16 鈴木 咲世 小佐野 香世 篠崎 真貴 藤野 怜香

大磯中 大磯中 大磯中 大磯中

第13回中郡地区別親善試合卓球大会 2003.11.23(日) 二宮町立体育館

優勝 準優勝

Ａブロック 6 国府① 一色① 山西① 大磯②

Ｂブロック 5 二宮② 一色② 国府② 山西②

第３位

第３位

第３位

第３位

第３位

第３位



西湘オープン卓球大会

平成14年度高校生団体の部 2003.7.26（土） 平塚見附台体育館

優勝 準優勝

男子の部 120 湘工大附属高校Ａ 湘工大附属高校Ｂ 横浜商業高校Ａ 綾瀬高校Ａ

女子の部 17 横浜商業高校Ａ 横浜創英高校Ａ 伊勢原高校 二宮高校

第22回中学生団体の部 2003.11.8（土） 大磯中学校体育館

優勝 準優勝

男子の部 35 大磯中学校Ａ 大磯中学校B 鶴が台中学校 大野南中学校Ａ

女子の部 14 鶴が台中学校 浜須賀中学校Ａ 成瀬中学校Ａ 茅ヶ崎第一中学校

第23回西湘オープン卓球大会 2004.3.20（土） 平塚見附台体育館＆江陽中学校体育館

優勝 準優勝

小学生男子 森園 政崇 長谷川 侑記 関谷 樹 加藤 卓司

(ひばりヶ丘．Jr) （南成瀬クラブ） （藤岡ＪＴＣ） (宇佐美卓球ｽﾎﾟ少)

小学生女子 三浦 由美子 笹本 野々香 中村 美鈴 安藤 瞳

(ひばりヶ丘．Jr) (ひばりヶ丘．Jr) （冠雲クラブ） （タナカクラブ）

中学１年男子 水谷 聡 財田 滉太 肥野 優作 池田 成生
（東和ジュニア） （ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） （伊勢原中学校） (横須賀ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ)

中学１年女子 金江 夏美 関谷 遙 南波 里香 榎本 里奈
（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） （藤岡東中学校） （冠雲クラブ） （ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ）

中学２年男子 岡田 由紘 細野 隼人 寺田 翼 岡田 峻
（町田ジュニア） （ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） （日中卓球） （町田ジュニア）

中学２年女子 保科 しおり 伊藤 瑞花 吉田 奈緒美 中村 有樹
（港北クラブ） （ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） （田浦中学校） （冠雲クラブ）

一般男子 細野 裕人 佐藤 拓哉 松岡 新也 加藤 誠之
（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） （桐蔭学園） （丸善クラブ） (カレッジGATE)

一般女子 荻田 裕子 高橋 智美 菅 満里奈 長荒 このみ
（相原高校） （相原高校） （末吉中学校） （横浜商業高校）

壮年男子 森園 誠 村上 勝美 水谷 正博 平澤 秋芳
(ひばりヶ丘．Jr) (三浦藤沢信用金庫) （東和ジュニア） （東和ジュニア）

壮年女子 関谷 順子 古谷 みどり 大森 しげみ 池田 美穂
（藤岡クラブ） （ひばり） （相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会） （ふじみクラブ）

ミドル男子 三橋 雄司 三枝 茂典 石川 操 開澤 栄相
（平塚卓栄会） (卓美ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年

団)
（山根会） （西湘エース）

ミドル女子 清水 信子 角田 高子 原 泰子 飯島 世津子
（しらとり） （大磯クラブ） （ぴゅあクラブ） （ＭＭＣ）

シニア男子 津島 靖武 藤田 誠治 田中 昇 宮川 實
（逗子クラブ） （東芝） （タナカクラブ） （横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）

シニア女子 佐藤 敬 小玉 悦子 尾崎 弘子 大蔵 佳寿子
（藤沢卓ピン会） （ひさぎクラブ） （個人） (藤沢レディース)

ゴールド男女 添田 光男 井上 仁一 小倉 康雄 藤田 俊樹
（横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会） （藤沢卓ピン会） (さざんか卓球愛好会) （湘南卓球ｸﾗﾌﾞ）

ダイヤモンド男女 植村 みや 山道 眞 米山 繁 市原 文夫
(神奈川卓球愛好会) （相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会） (さざんか卓球愛好会) (神奈川卓球愛好会)

県大会などでの活躍
県大会新人戦 男子団体戦 準優勝 大磯中学校

女子個人戦１年生の部 第３位 斎藤 亜希（国府中）
ベスト８ 藤野 怜香（大磯中）
ベスト16 石塚 清乃（大磯中）

県カデット選手権大会 男子個人戦 ベスト16 綾部 圭介（大磯中） 遠藤哲太朗(大磯中)
全国教職員大会 男子ダブルス 第3位 坂口 博泰

第３位

第３位

第３位


