
2006年度 中郡卓球協会 行事報告

中郡卓球選手権大会

2006.6.18（日） 国府中学校体育館

優勝 準優勝

町井崇之 西河雅章 曽根田和行 南木照男

ｽﾏｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ 健康卓球ｸﾗﾌﾞ ＳＴＣ 鈴音親子卓球

柏木 美紀 丸山 瑞葵 篠崎 瑞貴 丸岡 奈穂

おたまじゃくし 大磯中学校 大磯中学校 大磯中学校

2007.1.28（日） 二宮町立体育館

優勝 準優勝

小出辰也 三枝 茂典 笠 良一 西河雅章

町井崇之 開澤 栄相 坂本弘毅 柳川隼一

（ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ） （西湘ｴｰｽ） （ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ）
（健康卓球・

鈴音親子）

小田真理 川口美優 柳田君子 瀬尾結実

脇 幸子 松本千波 佐々木八重子 山本彩夏

（ふじみｸﾗﾌﾞ） （大磯中学校） （西湘ｴｰｽ） （大磯中学校）

2007.2.11(日） 国府中学校体育館

優勝 準優勝

男子の部 19 ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝＸ ＳＴＣ ふじみクラブ 教員クラブ

女子の部 10 ふじみクラブ
大磯クラブ・
大磯中学校

スマッシュピンポン・
西湘エース

あじさいクラブ

親睦大会

2006.8.6（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 5 曽根田、藤村、片野、山崎
藤原、荻野、井手内、柳
田

岡本、角田、露木 南木、曽我、鹿島、森山

2位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 5 上田、坂口、葉山 柳川、佐久間、小宮 西河、阿部、大山、山中 綾部、牧野、齊藤

3位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 5 平野、小野寺、本田 山下、桶田、内山 小出、工藤、二馬 佐藤、多田、岩崎

優勝 準優勝

南木 貴充 杉山彰彦 松尾直也 本谷悠貴

二宮西中 国府中 国府中 国府中

小泉 結以 山本 彩夏 川口 美優 松本 千波

大磯中 大磯中 大磯中 大磯中

2006.11.12(日) 二宮町立体育館

11 優勝 準優勝 第３位 第４位

Ａブロック 大磯① 国府① 一色① 二宮①

Bブロック 二宮③ 国府② 二宮② 一色②

36

第16回中郡地区別親善試合卓球大会

第３位

サマーフェスティバル2006

第３位

カデット個人戦 第３位

男子の部 36

第３位

男子の部 35

女子の部 27

第25回団体戦の部

第３位

男子の部 136

女子の部 68

第22回ダブルスの部

第21回シングルスの部

女子の部



西湘オープン卓球大会
2006.7.25（火） 平塚アリーナ

優勝 準優勝

男子の部 138 湘工大附属Ａ 湘工大附属Ｂ 栗原高校Ａ 綾瀬高校Ａ

女子の部 25 綾瀬高校 横浜立野高校 海老名高校 平塚江南高校

2006.11.19（日） 国府中学校体育館

優勝 準優勝

男子の部 28 綾北中Ａ 綾北中Ｂ 大住中Ａ 神明中

女子の部 12 綾北中 大磯中Ａ 山王中Ａ 山王中Ｂ

2007.3.21＆27 平塚アリーナ

優勝 準優勝

坂本 来太 宮本 博貴 小澤 壮 磯山 純平
津田一真塾 ＴＬＣ．Ｊｒ 花野井ｸﾗﾌﾞ ＫＭＳＣ

加藤 美優 大竹 莉央 金子 碧衣 田中 愛弥香
美鷹ｸﾗﾌﾞ 白根ｱﾄﾑ ｵｵﾔｸﾗﾌﾞ マイダス

宮本 幸典 望月 穣 林 大地 田中 圭亮
ＴＬＣ．Ｊｒ 嵐 個人 ＴＬＣ．Ｊｒ

林 めぐみ 金子 瑞希 松本 理沙 鈴木 円花
個人 ｵｵﾔｸﾗﾌﾞ 杜卓球ｸﾗﾌﾞ 日産ｼﾞｭﾆｱ

阿部 雄太 稲沼 航 加賀 雄大 橘川 雄太
ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 丸善クラブ 丸善クラブ 岸田クラブ

須藤 洸 青木 詩穂 福永 有紗 荒井 悠希
ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 綾北中 つつじヶ丘ｽﾎﾟ少 Ｔ．Ｔ．Ｃ平屋

笹尾 卓人 井上 顕真 中村 祥吾 財田 滉太
日産ｼﾞｭﾆｱ 日産ｼﾞｭﾆｱ meiji c.s.c ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

阿部 実摘 橘川 理菜 柏木 美輝 渡部 はる香
ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 綾北中 横須賀ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ 横須賀ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ

細野 裕人 松井 正幸 和田 達也 中西 亮太
横浜商業 ＭＤ相模 横浜商業 横浜商業

松井 佐知子 上野 藍 岡部 桃子 越地 友里
チャイム 綾高クラブ 山北卓球クラブ 海老名高校

石黒 伸一 飯尾 巧 小松 智彦 堀川 聖
東京工科大学 鶴見工業 秦野高校 ＯＭＣ

菅澤 敬行 公開不可 下田 秀一 鮫島 郁夫
ヨーラクラブ 横浜ベテラン会 藤沢消防署

関谷 順子 古谷 みどり 宮崎 弘子 宮本 美枝子
藤岡クラブ ひばり ひばり 八王子ポニ－

蜂谷 剛 三橋 雄司 高橋 浩 開澤 栄相
平塚卓栄会 平塚卓栄会 ヨーラクラブ 西湘エース

飯島 世津子 須永 なつ子 角田 高子 大橋 千草
ＭＭＣ サフラン 西湘エース ふじみｸﾗﾌﾞ

宮川 實 八田 哲 藤田 誠治 志村 久雄
横浜ベテラン会 相模原ベテラン会 東芝 おおねｸﾗﾌﾞ

公開不可 桜井 喜代 直井 いつ子 赤尾 美佐子
個人 個人 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ

添田 光男 田村健二 前川 紘一 藤田 俊樹
横浜ベテラン会 横浜ベテラン会 逗子ｸﾗﾌﾞ 友クラブ

鈴木 美枝子 栗原 和子 髙橋 英子 公開不可
衣笠卓球クラブ 平塚YOC 個人

田中 五郎 米山 繁 永井 昭爾 三宅 裕子
東京ベテラン会 さざんか卓球愛好会 川崎卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 衣笠卓球

県大会などでの活躍
県新人戦 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
学年別Ⅰ部 ３年女子 優勝 丸岡（大磯） ベスト８ 斎藤（大磯）
学年別Ⅱ部 ３年女子 ３位 篠崎（大磯）
全国教職員 男子７０歳代 坂口博泰 第３位
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第26回西湘オープン卓球大会

第３位

小学生
低学年

男子

女子

平成18年度高校生団体の部
第３位

第25回西湘オープン中学団体の部
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男子

女子

ダイヤモンド 男女


