
中郡卓球選手権大会
2017年6月4日(日) 国府中学校体育館

優勝 準優勝

関田　宮久 廣瀬　泰己 金澤　裕孝 長岡　泰世

ＳＴＣ 北條クラブ 西湘エース ＳＴＣ

角田  高子 竹谷　愛生 小田  真理 阿部　優月

大磯クラブ 国府中学校 ふじみクラブ 国府中学校

2018年1月28日(日) 二宮町立体育館

優勝 準優勝

廣瀬泰己・小泉　満 長岡泰世・吉田響太 金澤祐孝・荻野昭人 関田宮久・只野聡志

(北條クラブ) (ＳＴＣ) （西湘エース） （ＳＴＣ）

小田真理・池田美穂 上市陽菜・吉川知花 佐々木八重子・栁田君子 西畠瑚海・西脇多恵子

（ふじみクラブ） (国府中学校) （西湘エース） （国府中学校）

2018年2月4日(日) 大磯中学校体育館

優勝 準優勝

男子の部 17 ＳＴＣ－Ａ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝﾜﾝ ＳＴＣ－B 西湘エース

女子の部 15 大磯クラブ・ビバクラブ ふじみクラブ 国府中学校Ａ スマッシュピンポン

親睦大会
2017年8月6日(日) 国府中学校体育館

優勝

準優勝

第３位

優勝 準優勝

清水　龍介 後藤　雅博 福山　稜人 森田　匠

国府 大磯 二宮 大磯

西畠　瑚海 上市　陽菜 吉川　知花 佐藤　菜緒

国府 国府 国府 大磯

2017年10月29日(日) 二宮町立体育館

優勝 準優勝 第３位 第４位

Ａ1ブロック 5 大磯A-1 二宮A-2 国府A-2 一色A-2

Ａ2ブロック 5 二宮A-1 一色A-1 大磯A-2 国府A-1

Ｂブロック 4 国府B 大磯・二宮B 山西一色B 二宮B

西湘オープン卓球大会
2017年7月26日(水) ひらつかサン・ライフアリーナ

優勝 準優勝

男子の部 104 日本大学高校Ａ 武相高校Ａ 慶應義塾高校Ｂ 湘南高校Ａ

女子の部 31 横浜商業高校Ａ 横浜創英高校Ａ 横浜創英高校Ｂ 横浜商業高校Ｂ

2017年8月23日(水) ひらつかサン・ライフアリーナ

優勝 準優勝

男子の部 57 鴨宮中Ａ 西本郷中Ａ 大沢中Ａ 依知中Ａ

女子の部 41 国府中Ａ 西本郷中 鴨宮中Ａ 鶴間中

第２７回中郡地区別親善試合卓球大会

平成２９年度高校生団体の部
第３位

平成２９年度西湘オープン中学団体の部

第３位

カデット個人戦 第３位

男子の部 40

女子の部 37

団体戦

10

関田宮久,西脇多恵子,太田健,正本絵里香

牧田悟,福井隆史,佐野平,高橋映李

伊藤誠,諸星初美,茂木稜太,小澤若奈 只野聡志,瀬尾正一郎,田口優樹

女子の部 19

第３６回　団体戦の部

第３位

サマーフェスティバル　２０１７

女子の部 61

第３３回　ダブルスの部

第３位

男子の部 27

2017年度　中郡卓球協会　行事報告

第３２回　シングルスの部

第３位

男子の部 96



2017年8月23日(水) ひらつかサン・ライフアリーナ

優勝 準優勝

男子の部 12 岸田クラブＡ 岸田クラブＢ 偉関ＴＴＬ Ｔ．Ｌ．Ｃ．Jr

女子の部 3 マイダス ＳＥＮＡＴＡＫＵ リトルキングス

2018.3.21＆27 ひらつかサン・ライフアリーナ

優勝 準優勝

中野　琥珀 杉田　蓮 長尾　咲陽人 林　優太
岸田ｸﾗﾌﾞ マイダス 薄根卓球 丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ

五十嵐のぞみ 吉住　文禎 伊藤　一花 竹下　優愛
丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ 偉関TTL ぬまたくｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

藪下　拓未 牧野　伶音 廣田元二朗 永田　斗真
SENATAKU いすみ卓球ｽﾎﾟ少 岸田ｸﾗﾌﾞ マイダス

堀江　こぺり 島村　果怜 岩木　仁香 岡野　咲希
卓精会 ＭＤｼﾞｭﾆｱ ＭＤｼﾞｭﾆｱ 相模原ｼﾞｭﾆｱ

松岡　佑亮 丸山　暉眞 中野　龍弥 村上　巧成
尾久八幡中 尾久八幡中 岸田ｸﾗﾌﾞ ｋ＆a

杉田　くるみ 下鳥　直 近藤　琳 森下　すずか
マイダス ＭＫ広瀬 KYOWA KIRIN TTS ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

山本　煌翔 小野寺　幹 八幡　陽介 宮内　結有
嵐 MDｼﾞｭﾆｱ 岸田ｸﾗﾌﾞ 岸田ｸﾗﾌﾞ

木田　美佑里 下鳥　郁 関谷　咲花 五十嵐　みゆき
千木良T.P.C ＭＫ広瀬 team蛇の目 丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ

岡本　優一 斉藤　晴空 青山　直之 鵜野　弘之
桐蔭学園高 アンカー 神奈川大学 ＭＤｼﾞｭﾆｱ

杉本　恵 小野　桃寧 岩木　仁香 泉田　和抄
個人 文大杉並中 ＭＤｼﾞｭﾆｱ KYOWA KIRIN TTS

河野　真大 榎本　遼馬 芦田　卓也 長谷部達也
高津高校 入間向陽高校 アンカー 法政第二高校

栗原　広行 志田　宏実 平本　洋 国本雄一郎
双葉苦楽部 神南ｸﾗﾌﾞ かながわ信金 水神ｸﾗﾌﾞ

永田　絵美理 廣瀬　眞紀 長田　百合子 蓮沼　佐乙里
所沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 湘南ﾌﾟﾗﾑ 所沢ﾚﾃﾞｨｰｽ

長谷川桂志 佐々木和也 今井　義勝 相原  徹人
Ｙ卓会 神南ｸﾗﾌﾞ 高津高校 湘南ｸﾗﾌﾞ

村上　雅子 出口　悦子 宮本　美枝子 池田　美穂
双葉苦楽部 東山 卓友会 八王子ﾎﾟﾆｰ ふじみｸﾗﾌﾞ

杉木　浩行 木梨　博和 金本　啓二 髙井　正美
ゴルベテ ｽﾍﾟｰｽﾌﾚﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞ 市原ｸﾗﾌﾞ 湘南ｸﾗﾌﾞ

菊池　郁子 小田　真理 田口まき子 柴家　元子
不入斗ｸﾗﾌﾞ ふじみｸﾗﾌﾞ ﾁｰﾑTAISHO 南ｸﾗﾌﾞ

木内　忠男 宮川　實 原田　一保 渡部　彰
ﾁｰﾑTAISHO 横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会

若松　信子 若菜　友代 堀内　博子 佐藤　淑子
三浦FC 大磯ﾋﾞﾊﾞｸﾗﾌﾞ 東戸塚CC 南ｸﾗﾌﾞ

和田　紘一 高橋　昇 井伊  國裕 田村　健二
球楽会 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

安藤　節子 大久保　京子 三浦　淳子 須藤　嘉子
武蔵野ｸﾗﾌﾞ 横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 卓楽会 厚木ﾚﾃﾞｨｰｽ

小澤　久男 八木　一允 関山　陽太郎 永井　昭爾
横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会  都筑ナイト 湘南TTC 川崎ﾍﾞﾃﾗﾝ

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）
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平成２９年度小学生団体の部

第３位

第３７回西湘オープン卓球大会

第3位


