
2005年度 中郡卓球協会 行事報告

中郡卓球選手権大会

2005.6.12（日） 国府中学校体育館

優勝 準優勝

町井崇之 小出辰也 開澤栄相 西河雅章

ｽﾏｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ ｽﾏｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ 西湘エース 健康卓球ｸﾗﾌﾞ

平野 智子 柏木 美紀 脇 幸子 武田 苑子

卓美ジュニア ういろう ふじみｸﾗﾌﾞ 国府中学校

2006.1.22（日） 二宮町立体育館

優勝 準優勝

小出辰也 三枝 茂典 斎藤 昌之 笠 良一

町井崇之 開澤 栄相 穂坂重之 大井川直人

（ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ） （西湘ｴｰｽ） （鈴音親子） （ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ）

若菜友代 中村法子 金子鏡子 鈴木京子

角田 高子 小清水瑠美 脇 幸子 鶴田洋子

（大磯クラブ） （ＳＴＣ） （ふじみｸﾗﾌﾞ） （二宮クラブ）

2006.2.12(日） 大磯中学校体育館

優勝 準優勝

男子の部 14 ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝｸﾗﾌﾞＡ 鈴音親子クラブＡ ＳＴＣ 教員クラブ

女子の部 10 大磯クラブ ＳＴＣ 国府中＋大磯中 ふじみクラブ

親睦大会

2005.8.7（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

2位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

3位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

4位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

優勝 準優勝

綾部 克巳 角田 恵輔 相川 潤 南木 貴充

大磯中 大磯中 大磯中 二宮西中

篠崎 瑞貴 丸岡 奈穂 丸山 瑞葵 小幡 千明

大磯中 大磯中 大磯中 大磯中

2005.11.20(日) 二宮町立体育館

優勝 準優勝 第３位

Ａブロック 一色① 山西① 大磯②

Bブロック 一色② 国府② 山西②

男子の部

女子の部

カデット個人戦
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女子の部
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第３位

第３位

第３位

第３位

第３位

男子の部

女子の部

第15回中郡地区別親善試合卓球大会

29

第20回シングルスの部

第21回ダブルスの部

第24回団体戦の部

サマーフェスティバル2005

94

48



西湘オープン卓球大会

2005.7.28（水） 平塚アリーナ

優勝 準優勝

男子の部 105 綾瀬高校 Ａ 横浜商業高校 Ａ 足柄高校 綾瀬高校 Ｂ

女子の部 18 綾瀬高校 海老名高校 西湘高校 横浜創英高校 Ａ

2005.11.20（日） 大磯中学校体育館

優勝 準優勝

男子の部 33 江陽中Ａ 大磯中 相陽中Ａ 茅ヶ崎第一Ａ

女子の部 19 綾北中 浜須賀中Ａ 大磯中Ａ 萩園中Ａ

2006.3.21（祝） 平塚アリーナ＆江陽中学校体育館

優勝 準優勝

関谷 樹 阿部 雄太 山本 勝也 平岡 明博
藤岡ＪＴＣ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 新世紀ｼﾞｭﾆｱ つつじヶ丘ｽﾎﾟ少

苅部 未来 佐藤 瑶子 美濃口千夏 植松 優好
華卓会 華卓会 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

町田 幸希 醍醐 周 藤原 大樹 須山 崇
ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ つつじヶ丘スポ少 つつじヶ丘スポ少

阿部 実摘 中間 結美 鈴木 李歩 水村 彩乃
ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ つつじヶ丘スポ少 秋川クラブ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

財田 晃太 平塚 義章 中間 卓也 平岡 和博
ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ フジイケクラブ つつじヶ丘スポ少 つつじヶ丘スポ少

榎本 里奈 伊藤 瑞花 前野 奏子 安藤 瞳
ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 華卓会 タナカクラブ

松井 正幸 伊藤 潤 高橋 周佑 春日 康誉
横浜・個人 東海大学 神奈川大 ぺんぎん

松井佐知子 関谷 遙 平野智子 上野 藍
横浜・個人 藤岡東中 関東学院大 綾瀬高校

勝又 重信 浅尾俊治 落合 誠 飯島 正
平塚卓栄会 小田原・個人 タナカクラブ ＷＯＲＫＳ

関谷 順子 中島 優子 大森しげみ 古谷 みどり
藤岡クラブ 川崎・個人 ひばり ひばり

髙井 正美 三橋 雄司 村上勝美 南木照男
平塚卓栄会 平塚卓栄会 三浦藤沢信金 鈴音親子ｸﾗﾌﾞ

宇佐美 和子 飯島 世津子 角田 高子 大石 菜美
ピーベリー ＭＭＣ 大磯クラブ 藤沢レディース

黒木 進 宮川 實 本間敏夫 三枝茂典
横浜ベテラン会 横浜ベテラン会 平塚ｽﾏｯｼｭ 卓美ジュニア

佐藤 節子 直井 いつ子 大坪 俊子 堺田 温子
藤沢レディース 相模原ベテラン会 横浜ベテラン会 大正同好会

田村健二 坂口博泰 添田 光男 今野金次郎
横浜ベテラン会 西湘エース 横浜ベテラン会 ＫＴＣクラブ

鈴木 美枝子 酒井 マサ子 田端 和子
衣笠卓球クラブ なでしこ卓球部 藤沢レディース

田中 五郎 三宅 裕子 平田 秋子 木村 坂松
東京ベテラン会 衣笠卓球 マリン茅ヶ崎 平塚ＹＯＣ

県大会などでの活躍
県大会 女子団体戦 大磯中学校第３位 関東大会へ出場
県新人戦 男子団体戦 大磯中学校ベスト８ 関東選抜大会へ出場 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄﾍ進出

女子団体戦 大磯中学校第３位 関東選抜大会へ出場 予選リーグ1勝2敗
女子団体戦 国府中学校ベスト８ 関東選抜大会へ出場
男子１年生の部個人戦 ベスト８ 南木 貴充

全国教職員 男子７０歳代 坂口博泰 第３位
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平成17年度高校生団体の部

第24回西湘オープン中学団体の部

第25回西湘オープン卓球大会


