
2008年度 中郡卓球協会 行事報告
中郡卓球選手権大会

第２３回シングルスの部 2008年6月29日(日) 国府中学校体育館

優勝 準優勝

細野 隼人 綾部 克己 牧田悟 開澤栄相

ふじみクラブ ふじみクラブ 大磯クラブ 西湘エース

斎藤 亜希 池田 美穂 石川 美伶 重田 潤子

ふじみクラブ スマッシュピンポン 国府中学校 ふじみクラブ

第２４回ダブルスの部 2009年1月25日(日) 二宮町立体育館

優勝 準優勝

細野隼人 上田慎吾 小出辰也 大橋圭介

綾部克己 曽根田友暁 町井崇之 内田裕太

ふじみクラブ ＳＴＣ スマッシュピンポン ふじみクラブ

角田高子 工藤よね子 松浦由樹 脇幸子

野崎典子 浅井美里 重田潤子 佐復佐知子

大磯クラブ 大磯ビバクラブ ふじみクラブ ふじみクラブ

第２７回団体戦の部 2009年2月8日(日) 大磯中学校体育館

優勝 準優勝

男子の部 22 ふじみクラブ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝＸ 西湘エースＡ 鈴音親子クラブＡ

女子の部 13 大磯クラブ ふじみクラブ あじさいクラブ 大磯高校

親睦大会
2008年8月3日(日) 国府中学校体育館

団体戦 10

カデット個人戦 優勝 準優勝

佐々木翔平 相原 隆貴 金木 和広 竹本麟太郎

国府中 大磯中 国府中 大磯中

熊澤 翠 栁田 優衣 山口佳那実 飯高 美喜

国府中 大磯中 国府中 国府中

第１８回中郡地区別親善試合卓球大会 2008年11月9日(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 6 国府① 大磯① 一色① 山西①

Bブロック 5 国府② 山西② 二宮② 一色②

西湘オープン卓球大会
平成２０年度高校生団体の部 2008年7月28日(月) ひらつかアリーナ

優勝 準優勝

男子の部 119 厚木西高校Ａ 栗原・ひばりＡ 横浜商業Ａ 加藤学園Ａ

女子の部 21 横浜創英Ａ 横浜創英Ｂ 茅ヶ崎北陵 秦野総合Ａ

第２７回西湘オープン中学団体の部 2008年12月6日(土) 国府中学校体育館

優勝 準優勝

男子の部 35 綾北中Ａ 鶴間中Ａ 成瀬中Ａ 江陽中

女子の部 18 成瀬中Ａ 大船中 山王中Ａ 浜須賀中Ａ

第３位

男子の部 37

三枝茂典、大橋圭介、角田高子、山口廣治

第３位

第３位

第３位

第３位

サマーフェスティバル ２００８

第３位

男子の部 49

女子の部 26

第３位

男子の部 108

女子の部 27

女子の部 72

細野隼人、荻野昭人、坂口博泰、曽我敏明

西河雅章、藤森翔太、佐々木八重子、内海正幸

栁川隼一、池田美穂、井上慶子

優勝

準優勝

第３位



平成２０年度小学生団体の部 2008年12月26日(金) 国府中学校体育館

優勝 準優勝

男子の部 6 リトルキングスＡ リトルキングスＢ リトルキングスＣ たなかクラブ

女子の部 6 リトルキングス Meiji c.s.c 岸田クラブ 杜卓球クラブ

第２８回西湘オープン卓球大会 2009.3.22＆27 ひらつかアリーナ

優勝 準優勝

蛭田 龍 吉田 聖斗 田中虹太朗 舩山 朝陽
ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ T.T.C平屋 T.S.I.ｼﾞｭﾆｱ マイダス

松井 桃華 杉本 恵 山本あいり 小池 搭子
MDｼﾞｭﾆｱ たなかクラブ 嵐 杜卓球クラブ

三谷 悠人 小澤 壮 大山 悠河 小田 康介
ＭＫクラブ マイダス ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

野方 奈摘 金子碧衣 森谷 渚 加藤 寿実
個人 オオヤクラブ マイダス ＭＤ相模

田中 圭亮 今本 右京 坂本 学應 工藤 豪
ＴＬＣ．Ｊｒ 大田Eggs 益子卓球ｼﾞｭﾆｱ 大田Eggs

渡辺 美芳 下山 夏音 小宮 千夏 大槻 汐香
T.T.C平屋 ＥＭＴＣ 横須賀ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ 横須賀ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ

阿部 雄太 染谷 凌平 三ツ橋 誠人 中村 隼輔
ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 小川卓球ｸﾗﾌﾞ 鶴間中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

須藤 洸 斎藤 愛唯 柏木 温美 笛木このみ
ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 岸田クラブ 横須賀ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ T.T.C平屋

細野 裕人 中西 昭彦 高田 正敏 伊東 直之
駒沢大学 駒沢大学 追浜クラブ リコー厚木

井上 佳 山際 咲子 笠井 緑 岡部 咲
東京女子体育大学 東海大学 横浜国大 関東学院大

細田 薫 武井 悠 梶原 友紀 堀川 聖
慶應義塾大学 北里大学体育会卓球部 県立鶴見高校 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会

長谷川桂志 小山 弘 佐藤 幸仁 綾部 伸吾
Ｙ卓会 中原ｸﾗﾌﾞ 湘南ｸﾗﾌﾞ Ｙ卓会

下山千恵 古谷みどり 石川 和枝 熊沢サオリ
ｻｻﾞﾝｽﾀｰｽﾞ ひばり 湘南信用金庫 アリス

江浜 勲 大場 宏明 鶴岡 功 髙井 正美
追浜ｸﾗﾌﾞ 追浜ｸﾗﾌﾞ 平塚卓栄会 平塚卓栄会

鶴田 昌枝 阿部シズ江 小田 真理 高木 寿子
湘南ｸﾗﾌﾞ 神南ｸﾗﾌﾞ 二宮ふじみｸﾗﾌﾞ 不入斗ｸﾗﾌﾞ

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

直井いつ子 須永なつ子 小俣 洋子 今道 和子
個人 サフラン スピッツ ZERO

菊地 政宣 松下 愽治 秋山 稔 島田 由明
富士通クラブ 座間卓球クラブ 大磯クラブ ＴＴＣ

川崎 紀子 栗原 和子 斉藤ツネ子 佐藤 琳子
ひばり 平塚YOC 大磯ｸﾗﾌﾞ 藤沢卓球協会

米山 繁 田中 五郎 長谷 トミ 永井 昭爾
さざんか卓球 東京ベテラン会 藤沢卓球協会 川崎卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会

県大会などでの活躍
県大会 女子団体戦ベスト１６ 国府中学校
県新人戦 男子１年生の部ベスト８ 喜多佑輔(国府中)、南木瞭汰(二宮西中)

女子１年生の部３位 小泉華永（大磯中)
学年別Ⅰ部 ３年女子 ３位木内奏美（国府中） ベスト８後藤美沙（大磯中）

１年女子 ベスト８小泉華永（大磯中）
全国ラージボール

ダイヤモンド
男76女71

男女
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56歳以上

男子

女子
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男子
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