
2004年度 中郡卓球協会 行事報告

中郡卓球選手権大会

2004.6.13（日） 国府中学校体育館

優勝 準優勝

男子の部 99 南木 照男 牧田 悟 曽根田 和行 瀬川 健

鈴音親子 大磯ｸﾗﾌﾞ STC 大磯町役場

女子の部 30 平野 智子 池田 美穂 脇 幸子 武田 苑子

卓美ｼﾞｭﾆｱ ふじみｸﾗﾌﾞ ふじみｸﾗﾌﾞ 国府中学校

2005.1.23（日） 二宮町立体育館

優勝 準優勝

男子の部 30 三枝 茂典 伊藤 晃 斎藤 昌之 大和 伸佳

開澤 栄相 安田 和礼 南木 照男 関田 宮久

西湘ｴｰｽ 卓美ｼﾞｭﾆｱ 鈴音親子卓球ｸﾗﾌﾞ ＳＴＣ

女子の部 平野 智子 池田 美穂 鈴丸 きよ子 鈴木 信子

角田 高子 小田 真理 脇 幸子 斎藤 恵子

卓美ｼﾞｭﾆｱ・大磯ｸﾗﾌﾞ ふじみｸﾗﾌﾞ ふじみｸﾗﾌﾞ ビバｸﾗﾌﾞ

2004.2.13(日） 大磯中学校体育館

優勝 準優勝

男子の部 21 ＳＴＣ 卓美ｼﾞｭﾆｱ Ａ 鈴音親子卓球ｸﾗﾌﾞ 大磯ｸﾗﾌﾞ

女子の部 9 大磯ｸﾗﾌﾞ ふじみｸﾗﾌﾞ 大磯中学校 Ａ 国府中学校 Ａ

親睦大会

2004.8.1（日） 国府中学校体育館

団体戦 11

優勝 準優勝

1位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 西河・舛山・角田ﾁｰﾑ 南木・小清水・岡本ﾁｰﾑ 山下・伊藤・杉谷ﾁｰﾑ 曽根田・山本・牧野ﾁｰﾑ

2位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 牧田・小泉・関田ﾁｰﾑ 開澤・杉山・小野寺ﾁｰﾑ 笠・原・曽我ﾁｰﾑ 三枝・野谷・斉藤ﾁｰﾑ

3位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 町井・内海・山口ﾁｰﾑ 佐藤・吉村・佐復ﾁｰﾑ 瀬川・横溝・斉藤ﾁｰﾑ 成岡・近藤・小清水絵ﾁｰﾑ

4位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

カデット個人戦

優勝 準優勝

男子の部 42 松本 泰 大橋 圭介 佐久間 拓也 山本 卓也

大磯中 二宮西中 国府中 大磯中

女子の部 11 武田 苑子 石塚 清乃 岩崎 志帆 斎藤 亜希

国府中 大磯中 国府中 国府中

2004.11.12(日) 二宮町立体育館

優勝 準優勝 第３位 第４位

Ａブロック 7 大磯① 山西① 一色① 国府①

第19回シングルスの部

第20回ダブルスの部

第23回団体戦の部

サマーフェスティバル2004

第14回中郡地区別親善試合卓球大会

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

2004.7.28（水） 平塚見附台体育館

優勝 準優勝

男子の部 108 横浜商業高校 Ａ 慶應高校 Ａ 秦野曽屋高校 横浜商業高校 Ｂ

女子の部 19 横浜商業高校 Ａ 横浜商業高校 Ｂ 西湘高校 横浜創英高校 Ａ

2004.11.20（土） 大磯中学校体育館

優勝 準優勝

男子の部 34 綾瀬中学校 Ａ 綾瀬中学校 Ｂ 相陽中学校 Ａ 鶴が台中学校 Ａ

女子の部 14 萩園中学校 Ａ 浜須賀中学校Ａ 大磯中学校 Ａ 山王中学校

2005.3.20（日） 平塚アリーナ＆江陽中学校体育館

優勝 準優勝

大野 泰士 阿部 雄太 加藤 卓司 関谷 樹

福島・双葉卓球ｽﾎﾟ少 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ静岡・宇佐美卓球ｽﾎﾟ少 群馬・藤岡ＪＴＣ

中河 博子 大野 真菜美 武藤 佑佳 川中 真子

東京・健勝苑ｼﾞｭﾆｱ 富山・戸出ジュニア 東京・Seedling 東京・健勝苑ｼﾞｭﾆｱ

町 飛雄馬 高橋 隆洋 濱 愛季 阿部 雄介

岸田クラブ 嵐 嵐 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

榎本 里奈 菊地 志穂美 笹本 野々香 三浦 由美子

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 岸田クラブ 西東京・三鷹クラブ 西東京・三鷹クラブ

細野 隼人 西沢 潤 田中 友樹 財田 滉太

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 本町中 青森・造道中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

坂本 瑞穂 田中 沙紀 中島 郁佳 田中 楽

京都・華頂女子中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 京都・華頂女子中 京都・華頂女子中

細野 裕人 加藤 誠之 松井 正幸 笹原 有史

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 山梨・カレッジGATE 横浜・松井 横浜商業高校

秦 由利香 菅 満里奈 森園 美咲 柏木 美紀

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 横浜商業高校 西東京・三鷹クラブ ﾀﾅｶｸﾗﾌﾞ

勝又 重信 村上 勝美 正岡 誠一郎 南木 照男

平塚卓栄会 三浦藤沢信用金庫 ＯＭＣ 鈴音親子クラブ

関谷 順子 池田 美穂 小田 真理 古谷 みどり

群馬・藤岡クラブ ふじみクラブ ふじみクラブ ひばり

髙井 正美 三橋 雄司 服部 好春 開澤 栄相

平塚卓栄会 平塚卓栄会 三共化成 西湘エース

宇佐美 和子 緑川 輝子 今道 和子 飯島 世津子

上溝卓球 エーティエスさくら ＺＥＲＯ ＭＭＣ

津島 靖武 藤沢 実 佐々木 修壹 池田 晏章

逗子クラブ 球楽会 逗子クラブ 卓和クラブ

直井 いつ子 大坪 俊子 高野 和子 関野 サヨ子

相模原ベテラン 横浜ベテラン しらとり 朋友クラブ

藤田 俊樹 添田 光男 宇野 嘉一 清宮 勝利

湘南卓球クラブ 横浜ベテラン 藤沢・個人 横浜ベテラン

三宅 裕子 田中 五郎 木村 坂松 米山 繁

衣笠卓球 東京・個人 平塚ＹＯＣ さざんか卓球愛好会

県大会などでの活躍
県大会 男子団体戦 優勝 大磯中学校
関東大会 男子団体戦 ベスト８ 大磯中学校
全国大会 男子団体戦 予選リーグ１勝１敗 大磯中学校
県大会新人戦 女子個人戦新人の部 ベスト16 石塚 清乃（大磯中）

ベスト16 藤野 怜香（大磯中）

平成16年度高校生団体の部

第23回西湘オープン中学団体の部

第24回西湘オープン卓球大会
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第３位
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