
中郡卓球選手権大会
2013年6月2日(日) 国府中学校体育館

優勝 準優勝

高橋 弦 廣瀬 泰己 開澤 栄相 藤森 翔太

ＳＴＣ 卓友会 西湘エース 個人

椎野かおり 池田 美穂 小田 真理 杉山 絢音

卓友会 二宮親子 ふじみｸﾗﾌﾞ 国府中学校

2014年1月26日(日) 二宮町立体育館

優勝 準優勝

廣瀬泰己・小林正佳 南木瞭汰・菊池慶徳 佐々木翔平・田中 拓 小出辰也・大山拓海

(卓友会) (鈴音親子) （ＳＴＣ） （ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ）

工藤よね子・浅井美里 椎野かおり・廣瀬知子 脇幸子・小田真理 柳田君子・佐々木八重子

（ビバクラブ） （卓友会） （ふじみクラブ） （大磯クラブ）

2014年2月9日(日) 大磯中学校体育館

優勝 準優勝

男子の部 16

女子の部 16

親睦大会
2013年8月4日(日) 国府中学校体育館

7

牧田悟, 椎野俊久, 吉野瑞木, 佐々木八重子

田中拓, 小野寺正紀, 岩本芳子, 角田高子

廣瀬泰巳, 遠藤豊, 菱倉淳史, 斉藤ツネ子

優勝 準優勝

前島 匠汰 大沼 空 杉﨑 要太 磯田 一輝

大磯中 国府中 国府中 大磯中

古尾谷莉帆 直井あかり 福井 望花 直井ひなた

大磯中 国府中 大磯中 国府中

2013年11月3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 山西① 大磯① 二宮① 国府①

Ｂブロック 5 内海Ｔ 高橋Ｔ 西原Ｔ 味口Ｔ

西湘オープン卓球大会
2013年7月29日(月) ひらつかサン・ライフアリーナ

優勝 準優勝

男子の部 174 横浜立野高校Ａ 法政第二高校Ａ 小田原高校Ａ 海老名高校Ａ

女子の部 28 綾瀬高校 平塚商業・平塚農業 横浜立野・創英Ｂ 横浜創英高校Ａ

2013年9月15日(日) ひらつかサン・ライフアリーナ

優勝 準優勝

男子の部 64 鴨宮中Ａ 東高津中Ａ 秦野南中Ａ 荻野中Ａ

女子の部 25 大沢中Ａ 国府中Ａ 秦野南中Ａ 大磯中Ａ

2013年度 中郡卓球協会 行事報告

平成２５年度西湘オープン中学団体の部

第３位

女子の部 40

第２３回中郡地区別親善試合卓球大会

平成２５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 39

第３２回 団体戦の部

第３位

サマーフェスティバル ２０１３

団体戦

大雪のため中止となりました

第３位

男子の部 39

女子の部 24

第２８回 シングルスの部

第３位

男子の部 96

女子の部 64

第２９回 ダブルスの部



2013年9月15日(日) ひらつかサン・ライフアリーナ

優勝 準優勝

男子の部 6 ＭＤジュニアＡ 相模原ジュニア 協和発酵キリンＴＴＳ 嵐

女子の部 7 協和発酵キリンＴＴＳ 相模原ジュニアＡ Ｔ．Ｏ．Ｍ 協和発酵キリンＴＴＳワイワイ卓球

2014.3.21＆27 ひらつかサン・ライフアリーナ

優勝 準優勝

三木 隼 山本 煌翔 渡部 圭太 八幡 陽介
岸田ｸﾗﾌﾞ 嵐 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 岸田ｸﾗﾌﾞ

山口 美咲 上田 紫乃 川村 碧子 佐藤 渚
羽佳卓球ｸﾗﾌﾞ TSI ｼﾞｭﾆｱ TSI ｼﾞｭﾆｱ 東京ﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

伊藤 礼博 岩木 彩人 市川 隼秀 剣持 将作
千木良T.P.C. ＭＤｼﾞｭﾆｱ 千木良T.P.C. TSI ｼﾞｭﾆｱ

堀田 優果 新井和夏葉 高田 里那 遠山 美涼
岸田ｸﾗﾌﾞ 丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ ぬまたくｸﾗﾌﾞ T.T.C平屋

土屋 天人 櫻井 智哉 秋元 駿顕 松尾 仁史
実践学園中 実践学園中 it's MO ｼﾞｭﾆｱ 東京ﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

松本紗陽花 菅澤杏花里 原田 侑希 稲葉 文子
東村山ｼﾞｭﾆｱ 酒匂卓球ｷｯｽﾞ 宇佐美卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 丸山台中

杉本 和也 志波麟太郎 剣持 優作 森田 晃司
横浜太洋Jr ＴＳＩｼﾞｭﾆｱ ＴＳＩｼﾞｭﾆｱ たなかｸﾗﾌﾞ

長﨑 美柚 東山もも花 斉藤 結 青木 優佳
岸田ｸﾗﾌﾞ 内灘中 たなかｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

増田 純樹 川上 智之 安藤 和也 菊地 毅弘
ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ シックス・ワン 相原高校 桐蔭学園高

高岩 萌枝 鬼頭 実沙 野澤 昌代 横山 永
たなかクラブ 横浜創英高校 神南クラブ ＴＨＩＮＫ

守屋 樹 佐藤 公哉 下江 智也 塩釜 大輔
茅ヶ崎西浜高 日本大学高 鎌倉学園高 太子堂卓球ｸﾗﾌﾞ

向山 収 栗原 広行 安達 俊幸 長谷川桂志
追浜ｸﾗﾌﾞ 双葉苦楽部 ひつじ会 Ｙ卓会

武藤 和美 森川由美子 加藤 和代
横浜ベテラン会 パセリ 咲楽会

佐藤 計 今井 義勝 長田 鉄男 武藤 直人
ＪＦＥｸﾗﾌﾞ 橘高校教員 追浜ｸﾗﾌﾞ 平塚卓栄会

村上 雅子 赤松 杏子 古谷みどり 鈴木 知華
双葉苦楽部 追浜ｸﾗﾌﾞ ひばり 富士泉

江浜 勲 髙井 正美 木内 忠男 蜂谷 剛
追浜ｸﾗﾌﾞ ヨーラクラブ 追浜ｸﾗﾌﾞ 大正同好会

熊倉 節子 柴家 元子 川島 悦子 佐藤富美子
追浜ｸﾗﾌﾞ 南･きりがおかｸﾗﾌﾞ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 追浜ｸﾗﾌﾞ

池上 義信 渡辺 元和 加藤 啓一 照井 信夫
ＦＡＭＩＬＹ 卓進会 ＦＡＭＩＬＹ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会

増田 敏子 斉藤とし子 荻田 恵美 飯山 典子
ﾁｰﾑ友遊 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 南･きりがおかｸﾗﾌﾞ 座間卓球ｸﾗﾌﾞ

松下 愽治 宮田 栄次 岩崎 正一 田中 五郎
座間卓球ｸﾗﾌﾞ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 すばる 東村山ﾍﾞﾃﾗﾝ会

安藤 節子 能野 英子 鈴木美枝子 平田 秋子
武蔵野ｸﾗﾌﾞ 茅ヶ崎ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 衣笠卓球ｸﾗﾌﾞ マリン茅ヶ崎

県大会などでの活躍
県大会 女子個人戦第５位 杉山絢音（国府中学校）関東大会出場

県新人戦 女子団体戦第５位 大磯中学校（関東選抜大会出場）

女子個人戦ベスト１６ 古尾谷莉帆（大磯中学校）
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