
2012年度 中郡卓球協会 行事報告

中郡卓球選手権大会
2012年6月10日(日) 国府中学校体育館

優勝 準優勝

杉本 和也 牧田 悟 木嶋 孝太 三枝 茂典

鈴音親子卓球 大磯クラブ 大磯中学校 教員クラブ

浅輪 里莉 高橋 来奈 小田 真理 小野寺 みふゆ

大磯中学校 大磯中学校 ふじみクラブ 二宮高校

2013年1月27日(日) 二宮町立体育館

優勝 準優勝

藤森翔太・角田恵輔 大橋圭介・綾部克己 三枝茂典・開澤栄相 佐々木翔平・田中 拓

（ふじみｸﾗﾌﾞ） （ふじみｸﾗﾌﾞ） （ふじみｸﾗﾌﾞ・西湘ｴｰｽ） （ＳＴＣ）

椎野かおり・廣瀬知子 角田高子・早田民江 工藤よね子・浅井美里 脇幸子・小田真理

（卓友会） (大磯ｸﾗﾌﾞ) （ビバクラブ） （ふじみクラブ）

2013年2月3日(日) 大磯中学校体育館

優勝 準優勝

男子の部 17 卓友会 ふじみクラブ スマピン＋健康卓球 西湘エース

女子の部 17 大磯クラブ 国府中学校Ａ ふじみクラブ 西湘エース

親睦大会
2012年8月5日(日) 国府中学校体育館

7

伊藤晃、遠藤、綾部沙

栁川、綾部稔、池田、荻野龍

開澤、佐野、荻野昭、大橋

優勝 準優勝

山口貴士 石川由樹 中村 歩 田川堅太

二宮西中 国府中 国府中 国府中

杉山 絢音 松本 愛美 鈴木まりん 山口莉々香

国府中 国府中 大磯中 国府中

2012年11月11日(日) 二宮町立体育館

優勝 準優勝 第３位 第４位

Ａブロック 5 二宮① 大磯① 一色① 国府①

Ｂブロック 4 一色② 国府＋二宮 山西② 二宮②

西湘オープン卓球大会
2012年7月26日(木) ひらつかアリーナ

優勝 準優勝

男子の部 155 慶應義塾高校Ａ 桐蔭学園高校Ａ 相原高校Ａ 綾瀬高校Ａ

女子の部 30 横浜創英高校Ａ 静岡富士見高校 茅ヶ崎北陵高校 綾瀬高校

女子の部 34

第２２回中郡地区別親善試合卓球大会

平成２４年度高校生団体の部
第３位

優勝

準優勝

第３位

カデット個人戦 第３位

男子の部 40

第３１回 団体戦の部

第３位

サマーフェスティバル ２０１２

団体戦

第２８回 ダブルスの部

第３位

男子の部 38

女子の部 30

第２７回 シングルスの部

第３位

男子の部 86

女子の部 67



2012年11月17日(土) ひらつかアリーナ

優勝 準優勝

男子の部 68 万騎が原中Ａ 萩園中Ａ 山城中Ａ 秦野東中Ａ

女子の部 32 万騎が原中 北の台中 萩園中 中島中Ａ

2012年11月17日(土) ひらつかアリーナ

優勝 準優勝

男子の部 6 リトルキングス 清明学園 ＭＤジュニア 藤沢ジュニア

女子の部 6 東村山ジュニアA ヨーラジュニア 協和発酵キリンＴＴＳ たなかクラブA

2013.3.24＆27 ひらつかアリーナ

優勝 準優勝

小松 啓也 島村 怜和 坪田 駿介 伊藤 礼博
相模原ｼﾞｭﾆｱ ＭＤｼﾞｭﾆｱ ﾍﾞｱｰｽﾞｼﾞｭﾆｱ 千木良T.P.C.

新井和夏葉 八幡明日香 吉岡 桜子 小野 桃寧
丸子橋卓球スタジオ 岸田ｸﾗﾌﾞ 羽佳卓球倶楽部 T.O.M

中村 光人 金山 幸裕 高岩 真志 相沢 龍士
マイダス マイダス たなかｸﾗﾌﾞ 大門卓球ｸﾗﾌﾞ

坪田 彩音 小林 光優 松本紗陽花 田上沙也加
ﾍﾞｱｰｽﾞｼﾞｭﾆｱ 丸子橋卓球スタジオ 東村山ｼﾞｭﾆｱ 衣浦小学校

田原 彰悟 村上 達哉 森田 晃司 天野 宏哉
マイダス meiji c.s.c. たなかｸﾗﾌﾞ たなかｸﾗﾌﾞ

秋山 星 山本 あいり 大山 海沙 大澤 碧衣
マイダス 嵐 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ T.T.C平屋

岩本 岬 大澤 祐貴 相沢 篤士 杉本 和也
岸田ｸﾗﾌﾞ 東松山南中 幸手中 横浜太洋Jr

長﨑 美柚 藤井 祐衣 高岩 萌枝 吉川 由
岸田ｸﾗﾌﾞ 岸田ｸﾗﾌﾞ たなかｸﾗﾌﾞ 鶴間中

大橋 勇也 小野 守 田中 宏明 鈴木 智典
ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ MD相模 ＵＷＦ PARALLEL UNIVERSE

澁谷 奈月 武松 美衣 加藤 美咲 遠藤 寛子
ぺんぎん たなかｸﾗﾌﾞ 綾瀨高校 川崎市立橘高

鹿内 誠也 西下 元貴 林 徹弥 宮ヶ谷 翔太
県立鶴見高 ｱﾚｾｲｱ湘南高 県立鶴見高 西湘高校

小笠原 大知 松倉 聡明 中里 佳弘 鈴木 高志
追浜ｸﾗﾌﾞ 片倉高校教員 つつじｸﾗﾌﾞ 神南ｸﾗﾌﾞ

谷口 純子 加藤 和代 住岡 智子 瀬良美代子
卓精会 咲楽会 南戸塚 潮風ｸﾗﾌﾞ

江浜 勲 勝又 重信 石川 猶章 長田 鉄男
追浜ｸﾗﾌﾞ 平塚卓栄会 テルモ（株） 追浜ｸﾗﾌﾞ

鈴木 知華 中野 明美 藤巻三栄子 古谷みどり
富士泉 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 篠原ｸﾗﾌﾞ ひばり

髙井 正美 渡辺 元和 山本 誠 岡 誠治
ﾖｰﾗｸﾗﾌﾞ 卓伸会 高倉ｸﾗﾌﾞ 松草ｸﾗﾌﾞ

熊倉 節子 神谷 恵美子 高橋 三千子 脇 幸子
追浜ｸﾗﾌﾞ 卓伸会 一一会 ふじみｸﾗﾌﾞ

田中 昇 照井 信夫 藤田 誠治 酒向 昭
たなかｸﾗﾌﾞ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 大正同好会

斉藤とし子 増田 敏子 川崎 紀子 飯山 典子
藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ ﾁｰﾑ友遊 ひばり 座間卓球ｸﾗﾌﾞ

菊池 孝 宮田 豊 小澤 久男 浅野秀次郎
平塚YOC 平塚YOC 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 個人

県大会などでの活躍
県新人戦 女子団体戦第３位 国府中学校（関東選抜大会出場）
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