
中郡卓球選手権大会
2018年6月3日(日) 国府中学校体育館

優勝 準優勝

南木　瞭汰 廣瀬　泰己 長岡　泰世 小出　辰也

ふじみクラブ 北條クラブ ＳＴＣ スマッシュピンポン

西脇　多恵子 廣瀬　知子 浅井　美里 角田　高子

国府中学校教員 北條クラブ ビバクラブ 大磯クラブ

2019年1月27日(日) 二宮町立体育館

優勝 準優勝

南木瞭太・南木照男 長岡泰世・吉田響太 小出辰也・町井崇之 西河雅章・栁川隼一

(ふじみクラブ) (ＳＴＣ) （ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ） （健康卓球）

小田真理・廣瀬知子 二見陽子・清水はるみ 村上加恵・重田潤子 杉崎暁美・木村良子

（ふじみクラブ・北條クラブ） (若草クラブ) （ビバクラブ） （あじさいクラブ）

2019年2月3日(日) 大磯中学校体育館

優勝 準優勝

男子の部 16 ｽﾏｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ 大磯クラブＡ 西湘エース ＳＴＣ

女子の部 13 大磯クラブ・ビバクラブ ふじみクラブ 大磯中学校Ａ 国府中学校Ａ

親睦大会
2018年8月5日(日) 国府中学校体育館

優勝

準優勝

第３位

優勝 準優勝

森田　匠 安江　皓祐 小松　海輝 仲川　聖馬

大磯 大磯 国府 国府

松本　佳莉朱 寺島　弥羽 伊東　李晏 林　涼夏

大磯 大磯 大磯 大磯

2018年10月28日(日) 二宮町立体育館

優勝 準優勝 第３位

二宮Ａ 一色Ａ 国府A

西湘オープン卓球大会
2018年7月27日(金) ひらつかサン・ライフアリーナ

優勝 準優勝

男子の部 137 日本大学高校Ａ 生蘭高等専修学校 横浜商業高校Ａ 横浜商業高校Ｃ

女子の部 32 横浜創英高校Ａ 柏木学園高校 座間総合高校 横浜商業高校Ａ

2018年8月22日(水) ひらつかサン・ライフアリーナ

優勝 準優勝

男子の部 41 藤塚中Ａ 寒川東中Ａ 中野島中 菅生中Ａ

女子の部 22 成瀬中Ａ 大磯中Ａ 大沢中Ａ 寒川東中

2018年度　中郡卓球協会　行事報告

第３３回　シングルスの部

第３位

男子の部 73

女子の部 64

第３４回　ダブルスの部

第３位

男子の部 25

団体戦

6

女子の部 8

第３７回　団体戦の部

第３位

サマーフェスティバル　２０１８

カデット個人戦 第３位

男子の部 39

女子の部 34

第２８回中郡地区別親善試合卓球大会

平成３０年度高校生団体の部
第３位

平成３０年度西湘オープン中学団体の部

第３位

與羽広和,佐久間晴隆,瀬尾正一郎,山口徳幸

牧田悟,福井隆史,藤江昇

大和伸佳,成岡和男,横田享



2018年8月22日(水) ひらつかサン・ライフアリーナ

優勝 準優勝

男子の部 10 岸田クラブＡ 岸田クラブＢ 木更津クラブ Ｏｖｅｒ　Ｌｉｇｈｔ

女子の部 3 岸田クラブＡ ＬＥ　ＣＯＵＲＳ 岸田クラブＢ

2019年3月21日(木) 2019年3月26日(火) ひらつかサン・ライフアリーナ

優勝 準優勝

西沢　凛太 山路　直太朗 伊與田　順太 喜連　渓太
相模原ｼﾞｭﾆｱ T.S.I.ｼﾞｭﾆｱ Over　Light SENATAKU

水元　心愛 廣田　夢里 伊藤　一花 望月　優愛
偉関TTL 岸田ｸﾗﾌﾞ ぬまたくｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

廣田元二朗 藪下　拓未 涌井　唯羽 三木　翔
岸田ｸﾗﾌﾞ SENATAKU たなかｸﾗﾌﾞ 岸田ｸﾗﾌﾞ

花形　雅 島村　果怜 五十嵐のぞみ 高林　光優
SENATAKU ＭＤｼﾞｭﾆｱ 丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ 岸田ｸﾗﾌﾞ

近藤　快利 中山　晴 近藤  凱誉 東屋　彰
横浜太洋ｼﾞｭﾆｱ 尾久八幡中 近藤ｸﾗﾌﾞ T.L.C.Jr

増田　華 下鳥　直 大久保　奈々未 金山　幸子
JUPIC ＭＫ広瀬 T.T.C平屋 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

相川　翔馬 川瀬　俊也 川久保　充希 大場　隆也
松戸第六中 清明学園中 鴨宮中 松戸第六中

植田　杏 堀江　こぺり 川村　碧子 岡野　華奈
T.T.C平屋 卓精会 TSIｼﾞｭﾆｱ JUPIC

伊藤　裕紀 石川　雅也 市川　鷹秀 新谷　大樹
桐蔭学園高 アンカー 港北ｸﾗﾌ 上溝卓球愛好会

松本　紗陽花 畑井　佳奈 小田中　理琴 鈴木　聖来
東村山ｼﾞｭﾆｱ 座間総合高 明治学院大 柏木学園高

新井　宏幸 大和　俊介 羽山　康生 高橋　智也
卓親会 ｸﾗｰｸ記念国際高 高津高校 高津高校

平本　洋 鈴木　高志 牧田　悟 立石　慎平
かながわ信金 神南ｸﾗﾌﾞ 大磯ｸﾗﾌﾞ 島津製作所

重田　潤子 大蔵　良子 蓮沼　佐乙里 長田　百合子
大磯ﾋﾞﾊﾞｸﾗﾌﾞ ねぎま倶楽部 pink☆smash 湘南ﾌﾟﾗﾑ

相原　　徹人 今井　義勝 櫛田　剛志 橘川　重雄
湘南ｸﾗﾌﾞ 高津高校 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 ＭＤ相模

今井　京子 村上　雅子 廣瀬　　眞紀 向井　廣子
ＭＤ相模 上溝卓球愛好会 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 浜町卓研

小倉　国由紀 曽根　龍 金本　啓二 永瀬　典生
明卓会 ＭＴＣ 市原ｸﾗﾌﾞ ＯＭＣ

石川　充子 古谷　みどり 小倉　たか子 小田　真理
浜町卓研 平塚卓栄会 明卓会 二宮ふじみｸﾗﾌﾞ

蜂谷　剛 原田　一保 照井　信夫 加藤　啓一
平塚卓栄会 横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 西湘ｽｶｲｸﾗﾌﾞ

塚田　嘉子 若菜　友代 増田　敏子 角田　高子
ストリーム 大磯ﾋﾞﾊﾞｸﾗﾌﾞ ﾁｰﾑ友遊 大磯ﾋﾞﾊﾞｸﾗﾌﾞ

和田　紘一 島田　由明 藤村　直樹 井伊　　國裕
球楽会 県教職員連盟 西湘ｴｰｽ 横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会

小池　知加子 須藤　嘉子 松下　範子
藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 厚木ﾚﾃﾞｨｰｽ 座間卓球ｸﾗﾌﾞ

小澤　久男 八木　一允 菊池　孝 宮田　　豊
横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会  都筑ナイト 平塚YOC 平塚YOC

県大会などでの活躍
関東中学校卓球大会出場 県大会女子団体戦　第５位　国府中学校

関東中学生選抜卓球大会出場 県新人戦女子団体戦　第６位　大磯中学校

全日本マスターズ選手権出場 三枝正典(湘南信金)、池田美穂(中郡レディース)

全日本ラージボール選手権出場 小出辰也(A.J.C.C)

平成３０年度小学生団体の部

第３位

第３８回西湘オープン卓球大会

第3位

小学生
低学年

男子

女子

小学生
高学年

男子

女子

中学１年
男子

女子

中学２年
男子

女子

一般Ⅰ部
男子

女子

一般Ⅱ部 男子

壮年
36歳以上

男子

女子

女子

ミドル
46歳以上

男子

女子

シニア
56歳以上

男子

女子

レジェンド
83歳以上

男女

ゴールド
66歳以上

男子

女子

ダイヤモンド
76歳以上

男子


