
2007年度 中郡卓球協会 行事報告

中郡卓球選手権大会

2007.6.17（日） 国府中学校体育館

優勝 準優勝

曽根田 和行 開澤 栄相 西河 雅章 南木 照男

ＳＴＣ 西湘エース 健康卓球クラブ 鈴音親子クラブ

柏木 美紀 池田 美穂 佐々木 八重子 小幡 千明

おたまじゃくし スマッシュピンポン 西湘エース 大磯高校

2008.1.27（日） 二宮町立体育館

優勝 準優勝

山本圭 西河雅章 関田宮久 金沢祐孝

南木照男 柳川隼一 佐藤 大 荻野昭人

鈴音親子クラブ 健康卓球・鈴音親子 ＳＴＣ 卓友会

小田真理 杉本麻須美 大山真弓 工藤よね子

脇 幸子 杉本恵 斎藤恵子 浅井美里

ふじみクラブ 鈴音親子クラブ スマッシュピンポン 大磯ビバクラブ

2008.2.10(日） 大磯中学校体育館

優勝 準優勝

男子の部 21 ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝﾚｯﾄﾞ ＳＴＣ 教員クラブ 鈴音親子クラブ

女子の部 12 ふじみクラブ 国府中学校Ｂ 国府中学校Ａ スマッシュピンポン

親睦大会

2007.8.5（日） 国府中学校体育館

20 優勝 準優勝 第３位

Ａリーグ 5 南木、牧野、栗本 金澤、本谷、斎藤 角田、多田、長谷川

Ｂリーグ 5 三枝、鹿島、小幡 関田、星、高橋、高橋 西河、内田、小宮

Ｃリーグ 5 小出、宮代、森下 柳川、小野寺、松井 佐藤、山口、内山

Ｄリーグ 5 上田、阿部、沢田 池田、田中、上原 小清水、桶田、湯川

優勝 準優勝

北村 拓也 熊沢 寛介 原 航平 吉川椋太

国府中 国府中 国府中 国府中

木内 秦美 横山 もえ 杉山 実咲 石井ゆかり

国府中 大磯中 国府中 国府中

2007.11.11(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 国府① 二宮① 山西① 一色①

Bブロック 二宮② 山西② 国府② 一色②

第22回シングルスの部

第３位

男子の部 153

第３位

男子の部 57

女子の部 20

女子の部 68

第23回ダブルスの部

カデット個人戦 第３位

男子の部 47

第26回団体戦の部

第３位

サマーフェスティバル2007

団体戦

女子の部 32

第17回中郡地区別親善試合卓球大会



西湘オープン卓球大会
2007.8.1（水） ひらつかアリーナ

優勝 準優勝

男子の部 110 綾瀬高校Ａ 桐蔭学園Ａ 桐光学園Ａ 栗原高校Ａ

女子の部 21 横浜商業高校 綾瀬高校 平塚江南高校 小田原高校Ａ

2007.11.18（日） 国府中学校体育館

優勝 準優勝

男子の部 22 相陽中 綾瀬中 山王中Ａ 江陽中Ａ

女子の部 13 北陽中 国府中Ａ 大磯中Ａ 浜須賀中

2008.3.20＆26 ひらつかアリーナ

優勝 準優勝

遠藤 碧人 山口 雅史 宇田 幸矢 中村 海斗
新星クラブ 日産ジュニア meiji c.s.c. すずかけクラブ

西出 りさこ 杉本 恵 林 茜 厚地 うらら
杜卓球クラブ たなかクラブ 杜卓球クラブ 日産ｼﾞｭﾆｱ

厚地 一樹 長田 裕也 松本 拓海 桑水 隆多
日産ｼﾞｭﾆｱ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 個人

田中 愛弥香 加藤 美優 加藤 寿実 鈴木 円花
マイダス 美鷹ｸﾗﾌﾞ ＭＤ相模 日産ｼﾞｭﾆｱ

中村 隼輔 菊地 毅弘 三ツ橋 誠人 橘川 雄太
横須賀ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ 岸田クラブ 鶴間中 岸田クラブ

美濃口 千夏 苅部 未来 岡 真美江 秋田 佳菜子
ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 華卓会 日産ｼﾞｭﾆｱ 岸田クラブ

山本 勝也 鈴木 幹矢 町田 幸希 阿部 雄太
ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 尾久八幡中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

阿部 実摘 須藤 洸 青木 詩穂 佐藤 瑶子
ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 綾北中 華卓会

伊東 伸也 太嶋 佑人 臼井 勉 田住 勝
信号器材 信号器材 信号器材 東電神奈川支部

菅 満里奈 澁谷 奈月 中野 ひとみ 上野 藍
湘南信用金庫 海老名高校 あすなろ 綾瀬高校

岩田 悟 鈴木 修治 石黒 伸一 木内 雄太
初雁卓球ｸﾗﾌﾞ 綾瀬高校 東京工科大学 北里大学体育会卓球部

金田 聡 落合 誠 下田 秀一 山田 登志夫
Ｕ．Ｗ．Ｆ たなかクラブ 横浜ベテラン会 UWF

古谷 みどり 内村 真理 渡辺 純子 小田 真理
ひばり 卓精会 卓精会 ふじみｸﾗﾌﾞ

髙井 正美 鶴岡 功 飯田 敬則 三橋 雄司
平塚卓栄会 平塚卓栄会 大正同好会 平塚卓栄会

馬鳥久美 須永 なつ子 佐藤 政子 川瀬 久枝
KTCクラブ サフラン あすなろ ZERO

宮川 實 藤田 誠治 志村 久雄 山本 誠
横浜ベテラン会 横浜ベテラン会 おおねｸﾗﾌﾞ 平塚ｽﾏｯｼｭ

佐藤 敬 公開不可 河淵 あや子 若松 信子
藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 湘南横須賀 大津同好会

和田 紘一 添田 光男 田村 健二 宮田 栄次
ＶＴ神奈川 横浜ベテラン会 横浜ベテラン会 横浜ベテラン会

鈴木 美枝子 川崎 紀子 栗原 和子 酒井 マサ子
衣笠卓球クラブ ひばり 平塚YOC なでしこ

田中 五郎 永井 昭爾 吉村 卓也 関野 サヨ子
東京ベテラン会 川崎卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 平塚YOC 個人

県大会などでの活躍
県新人戦 女子団体戦国府中学校第３位 関東選抜大会で予選リーグ2勝1敗ながら決勝トーナメント進出
学年別Ⅰ部 ３年男子 ベスト８杉山（国府）

２年女子 ２位杉山（国府）、３位石井（国府）、ベスト８安彦（国府）
全国マスターズ県代表 男子７０歳代 坂口博泰

第３位

第26回西湘オープン中学団体の部

第３位

平成19年度高校生団体の部

第27回西湘オープン卓球大会

第3位

小学生
低学年

男子

女子

男子

女子

小学生
高学年

男子

女子

中学１年
男子

女子

ダイヤモンド
男76女71

男女

ミドル
46歳以上

男子

女子

シニア
56歳以上

男子

女子

ゴールド
66歳以上

男子

中学２年

女子

一般Ⅱ部 男子

壮年
36歳以上

男子

女子

男子

女子

一般Ⅰ部


