
中郡卓球選手権大会
2015年6月7日(日) 国府中学校体育館

優勝 準優勝

廣瀬　泰己 上田　弘樹 小出　辰也 大山　拓海

卓友会 ＳＴＣ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ

浅井　美里 村上　加惠 池田  美穂 直井あかり

ビバクラブ ビバクラブ 大磯クラブ 二宮高校

2016年1月24日(日) 二宮町立体育館

優勝 準優勝

小出辰也・大山拓海 藤森翔太・杉山彰彦 上田弘樹・町田和義 廣瀬泰己・小林正佳

（ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ） (ららぱるーざ) （ＳＴＣ） (卓友会)

廣瀬知子・三村智子 村上加恵・浅井美里 松本愛美・尾家百香 脇幸子・小田真理

（卓友会） （ビバクラブ） （ららぱるーざ） （ふじみクラブ）

2016年2月7日(日) 大磯中学校体育館

優勝 準優勝

男子の部 22 ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝＡ 卓友会 ＳＴＣ ららぱるーざ

女子の部 13 ふじみクラブＡ 二宮高校＋国府中OG ふじみクラブＢ 国府中学校Ａ

親睦大会
2015年8月2日(日) 国府中学校体育館

14

優勝 準優勝

石垣　光基 小澤　楓真 長廣　哲真 吉田　芙蓉

大磯 二宮 二宮 二宮

小出　美月 佐藤　瑠菜 熊谷里莉子 相馬　理那

国府 大磯 大磯 大磯

2015年11月1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 10 二宮A2 国府A1 大磯A1 二宮A1

Ｂブロック 6 一色B 大磯B 二宮B1 国府B

西湘オープン卓球大会
2015年7月27日(月) ひらつかサン・ライフアリーナ

優勝 準優勝

男子の部 115 慶應義塾高校Ａ 法政第二高校Ａ 茅ヶ崎北陵高校Ａ 日本大学高校Ａ

女子の部 28 横浜創英高校Ａ 茅ヶ崎北陵高校 足柄高校 横浜創英高校Ｂ

2015年10月31日(土) ひらつかサン・ライフアリーナ

優勝 準優勝

男子の部 60 万騎が原中Ａ 鶴間中 円蔵中Ａ 十日市場中Ａ

女子の部 41 万騎が原中Ａ 大沢中Ａ 八重原中Ａ 十日市場中Ａ

関田宮久, 廣瀬知子, 吉野有那, 山本真由

第３位

平成２７年度西湘オープン中学団体の部

第３位

男子の部 18

女子の部 32

第２５回中郡地区別親善試合卓球大会

平成２７年度高校生団体の部

団体戦

優勝

準優勝

第３位

カデット個人戦 第３位

小泉　満, 小川典之, 加藤　康, 吉田響太

町田和義, 大山俊明, 荻野昭人, 寺山隆太

上田弘樹, 杉山絢音, 行野秀明, 青沼実穂

女子の部 24

第３４回　団体戦の部

第３位

サマーフェスティバル　２０１５

女子の部 55

第３１回　ダブルスの部

第３位

男子の部 46

2015年度　中郡卓球協会　行事報告

第３０回　シングルスの部

第３位

男子の部 88



2015年10月31日(土) ひらつかサン・ライフアリーナ

優勝 準優勝

男子の部 11 岸田クラブＡ 岸田クラブＢ 相模原ジュニア 礼武道場Ａ

女子の部 7 岸田クラブＡ 相模原ジュニア ＡＴＳＣ 礼武道場Ａ

2016.3.21＆28 ひらつかサン・ライフアリーナ

優勝 準優勝

廣田  元二朗 芝田　悠進 大武　篤史 三木　翔
岸田ｸﾗﾌﾞ 冠雲ｸﾗﾌﾞ ＭＤｼﾞｭﾆｱ 岸田ｸﾗﾌﾞ

島村　果怜 植田  杏 桧山　夏望 下鳥　直
ＭＤｼﾞｭﾆｱ T.T.C平屋 team蛇の目 MK広瀬

廣田遼太朗 板坂　眞生 髙野　紘希 山本　煌翔
岸田ｸﾗﾌﾞ 協和発酵ｷﾘﾝ卓球ｽｸｰﾙ 偉関ＴＴＬ 嵐

上田　紫乃 八幡明日香 森口　蒼生 川村　碧子
ＴＳＩ ｼﾞｭﾆｱ 岸田ｸﾗﾌﾞ 岸田ｸﾗﾌﾞ ＴＳＩ ｼﾞｭﾆｱ

後藤　世羽 加藤　翔 三部　航 矢島　陸斗
マイダス T.T.C平屋 千木良T.P.C. 尾久八幡中

小野　桃寧 大澤唯歩稀 菊池 心音 宮本 愛理
偉関TTL ﾌｼﾞｲｹｼﾞｭﾆｱ 八丈島JC 鴨宮中

剣持　将作 福澤　昇悟 尾中　翔英 加藤　健太
TSI ｼﾞｭﾆｱ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 尾久八幡中 T.T.C平屋

松本　紗陽花 武山　真子 木田美佑里 新井和夏葉
東村山ｼﾞｭﾆｱ 大沢中 丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ 丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ

青木 賢 伊藤 裕紀 橘川 雄太 砂川 敏希
リコー厚木 桐蔭学園高 松村ｽﾎﾟｰﾂ ｼｯｸｽﾜﾝ

稲葉 文子 遠藤 夕香 下島　友梨香 斉藤　結
丸山台中 高津高校 茅ヶ崎北陵高 たなかクラブ

堀池 麻斗 太田 孝治 杉山 裕樹 中元 貴之
横浜創英高 高津高校 鍵球ｸﾗﾌﾞ 朝日ｸﾗﾌﾞ

向山　収 鈴木　高志 佐藤　司 安達　俊幸
日産追浜 神南ｸﾗﾌﾞ ﾃｨｰﾌｫｰﾂ ひつじ会

武藤　和美 堤　夏枝 加藤　和代 廣瀬　眞紀
横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 個人 咲楽会 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ

柏崎　秋雄 山本　章博 富樫　和則 銀吉屋義則
リコー厚木 カンパニュラ 平塚卓栄会 白金丸

赤松　杏子 出口　悦子 池田　美穂 古谷　みどり
パステル ﾗﾌﾞｵｰﾙ町田 ふじみｸﾗﾌﾞ 平塚卓栄会

岡田　憲昭 髙井　正美 金本　啓二 江浜　勲
松草ｸﾗﾌﾞ 湘南ｸﾗﾌﾞ 市原ｸﾗﾌﾞ 追浜ｸﾗﾌﾞ

小倉  たか子 中野　明美 若菜　友代 小林　たえ子
もえぎ野 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 大磯ﾋﾞﾊﾞｸﾗﾌﾞ もえぎ野

木内　忠男 照井　信夫 宮川　實 志村　久雄
日産追浜 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 FAMILY

川島　悦子 増田　敏子 田中　美智子 鈴木　京子
藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ ﾁｰﾑ友遊 個人 ふじみｸﾗﾌﾞ

田村　健二 島田　由明 井伊  國裕 松下　愽治
横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 白山同好会 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 座間卓球ｸﾗﾌﾞ

安藤　節子 能野　英子 五十嵐澄子 志賀 笑子
武蔵野ｸﾗﾌﾞ マリン茅ヶ崎 おりおん なつみかん

小澤　久男 箭中　滋 芳賀　広光 永井　昭爾
横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 横浜ﾗｰｼﾞ 平塚YOC 川崎ﾍﾞﾃﾗﾝ

県大会などでの活躍
全日本カデット県予選 １４歳以下女子シングルス代表（第5位)　小出美月(国府中)　

県新人戦 女子個人戦新人の部１６　小出美月(国府中)

女子個人戦１年生の部ベスト１６　阿部優月(国府中)，竹谷愛(国府中)

県カデット選手権大会 女子個人戦ベスト１６　小出美月(国府中)
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第３５回西湘オープン卓球大会
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平成２７年度小学生団体の部


