
中郡卓球選手権大会
2016年6月5日(日) 国府中学校体育館

優勝 準優勝

小泉　満 上田　弘樹 廣瀬　泰己 小出　辰也

北條クラブ ＳＴＣ 北條クラブ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ

直井あかり 角田  高子 小出　美月 池田  美穂

二宮高校 大磯クラブ 国府中学校 大磯クラブ

2017年1月22日(日) 二宮町立体育館

優勝 準優勝

廣瀬泰己・小泉　満 吉野瑞木・杉山彰彦 西河雅章・工藤達也 小出辰也・金田　聡

(北條クラブ) (ららぱるーざ) （健康卓球・ふじみ） （ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ）

小出美月・堀　佑香 角田高子・杉山実咲 池田美穂・小田真理 廣瀬綾香・黒田莉帆

（ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ） （大磯クラブ） （ふじみクラブ） （ららぱるーざ）

2017年2月5日(日) 大磯中学校体育館

優勝 準優勝

男子の部 18 ＳＴＣ　Ａ スマッシュピンポンＡ 大磯クラブ 西湘エース

女子の部 12 ふじみクラブ 大磯クラブ・ビバクラブ 国府中学校Ａ 大磯中学校Ａ

親睦大会
2016年8月7日(日) 国府中学校体育館

優勝

準優勝

第３位

優勝 準優勝

熊澤　虹大 山口  健誠 長井　優大 鈴木　大斗

国府 国府 二宮 大磯

阿部　優月 竹谷　愛生 小澤　若奈 仲川あさひ

国府 国府 国府 大磯

2016年11月6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

Ｂブロック

西湘オープン卓球大会
2016年7月29日(金) ひらつかサン・ライフアリーナ

優勝 準優勝

男子の部 96 市立橘高校Ａ 法政第二高校Ａ 高津高校Ａ 平塚学園高校Ａ

女子の部 29 横浜創英高校Ａ 横浜創英高校Ｂ 綾瀬・東海大相模 高津高校

2016年10月29日(土) ひらつかサン・ライフアリーナ

優勝 準優勝

男子の部 62 秦野南中Ａ 大沢中Ａ 茅ヶ崎第一中Ａ 大月東中

女子の部 43 栄中 毛呂山中 藤塚中Ａ 大沢中Ａ

10

平成２８年度西湘オープン中学団体の部

第３位

女子の部 44

第２６回中郡地区別親善試合卓球大会

平成２８年度高校生団体の部
第３位

時間切れのため順位はじゃんけんで決定しました

上田弘樹, 渡辺研, 村山典之, 大島遥輝 杉山彰彦, 田中拓, 池田美穂, 五味和馬

カデット個人戦 第３位

男子の部 49

団体戦

大山悠河, 伊藤誠, 渡邉裕貴, 脇幸子

川口恒巳, 神山伸二, 小野寺正紀, 奥野磨宙

女子の部 14

第３５回　団体戦の部

第３位

サマーフェスティバル　２０１６

女子の部 66

第３２回　ダブルスの部

第３位

男子の部 27

2016年度　中郡卓球協会　行事報告

第３１回　シングルスの部

第３位

男子の部 104



2016年10月29日(土) ひらつかサン・ライフアリーナ

優勝 準優勝

男子の部 9 岸田クラブＡ 岸田クラブＢ Ｔ．Ｔ．Ｃ平屋 岸田クラブＣ

女子の部 7 ＴＳＩジュニア リトルキングス team蛇の目Ａ Ｔ．Ｔ．Ｃ平屋Ａ

2017.3.20＆27 ひらつかサン・ライフアリーナ

優勝 準優勝

近藤　快利 三木　翔 近藤　凱誉 二瓶　瑛斗
横浜太洋ｼﾞｭﾆｱ 岸田ｸﾗﾌﾞ 近藤ｸﾗﾌﾞ ﾄﾑｼﾞｭﾆｱ

植田  杏 島村　果怜 澁川　日和 伊藤　百花
T.T.C平屋 ＭＤｼﾞｭﾆｱ ﾙ・ｸｰﾙ ＴＳＩ ｼﾞｭﾆｱ

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

狩野　琴春 岩木　仁香 宮内　理仲 野川　春華
 K＆Mｼﾞｭﾆｱ ＭＤｼﾞｭﾆｱ 岸田ｸﾗﾌﾞ マイダス

八島　大地 宮内　結有 川瀬　俊也 遠藤　駿
尾久八幡中 岸田ｸﾗﾌﾞ 横浜太洋ｼﾞｭﾆｱ 鴨宮中

上田　紫乃 川村　碧子 山崎　真優菜 八幡明日香
ＴＳＩ ｼﾞｭﾆｱ ＴＳＩ ｼﾞｭﾆｱ  K＆Mｼﾞｭﾆｱ 岸田ｸﾗﾌﾞ

奥住　祐太 矢島　陸斗 小野寺　幹 小澤　諒真
尾久八幡中 尾久八幡中 MDｼﾞｭﾆｱ MDｼﾞｭﾆｱ

鯨津　萌々子 石崎　藍 木田　美佑里 矢口　愛美
 K＆Mｼﾞｭﾆｱ 栄中 丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ 富士見中

尾中　翔英 磯山　三四郎 伊藤 裕紀 岡本　優一
尾久八幡中 桐蔭学園高 桐蔭学園高 桐蔭学園高

遠藤 夕香 松本　紗陽花 萩野 雛子 澁谷　奈月
高津高校 東村山ｼﾞｭﾆｱ たなかクラブ JOKER

石川　敏也 佐藤　克哉 桑野　晃 山本　煌翔
COCCO いいじゃん 川崎卓球ｼﾞﾑ 嵐

金田　聡 高橋  秋坪 牧田　悟 上田  弘樹
A.J.C.C 味の素 大磯ｸﾗﾌﾞ ＯＭＣ

村田　寿恵 廣瀬　眞紀 加藤　和代
日産追浜 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 咲楽会

今井　義勝 勝又　重信 櫛田  剛志 長谷川　進
高津高校 平塚卓栄会 ウイングス リコー厚木

古谷  みどり 武藤　和美 谷口　純子 池田　美穂
平塚卓栄会 横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 卓精会 二宮ふじみｸﾗﾌﾞ

石川　猶章 金本　啓二 松波　昌史 小山　隆儀
テルモ 市原ｸﾗﾌﾞ 双葉苦楽部 卓親会

高木　寿子 角田　高子 中野　明美 波戸場　登美江
松草ｸﾗﾌﾞ 大磯ｸﾗﾌﾞ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 北條ｸﾗﾌﾞ

木内　忠男 照井　信夫 宮川　實 加藤　一雄
ﾁｰﾑTAISHO 横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 個人

平本　文子 飯山　典子 増田　敏子 川島　悦子
ﾏﾘﾝ茅ヶ崎 座間卓球ｸﾗﾌﾞ ﾁｰﾑ友遊 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ

井伊  國裕 田村　健二 宮田　栄次 松下　愽治
横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 座間卓球ｸﾗﾌﾞ

能野　英子 安藤　節子 三浦　淳子 石井　正子
マリン茅ヶ崎 武蔵野ｸﾗﾌﾞ 卓楽会 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ

小田島　玲子 菊池　孝 小澤　久男 野中　修一郎
たらの芽くらぶ 平塚YOC 横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会

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（関東選抜卓球大会出場）

県カデット選手権大会 女子団体戦　第３位　国府中学校
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男子

女子
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66歳以上

男子
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36歳以上

男子
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男子
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男子

女子

一般Ⅰ部
男子

女子

小学生
高学年

男子

女子

中学１年
男子

女子

第３６回西湘オープン卓球大会

第3位

小学生
低学年

男子

女子

平成２８年度小学生団体の部

第３位


