
一般男子Ⅱ部

男子 女子 男子 男子 女子 男子 女子

2019 伊藤　裕紀 松本　紗陽花 新井　宏幸 平本　洋 重田　潤子 相原　　徹人 今井　京子

3.21 桐蔭学園高 東村山ｼﾞｭﾆｱ 卓親会 かながわ信金 大磯ﾋﾞﾊﾞｸﾗﾌﾞ 湘南ｸﾗﾌﾞ ＭＤ相模

2018 岡本　優一 杉本　恵 河野　真大 栗原　広行 永田　絵美理 長谷川　桂志 村上　雅子

3.21 桐蔭学園高 個人 高津高校 双葉苦楽部 所沢ﾚﾃﾞｨｰｽ Ｙ卓会 双葉苦楽部

2017 尾中　翔英 遠藤  夕香 石川　敏也 金田　聡 村田　寿恵 今井　義勝 古谷  みどり

3.20 尾久八幡中 高津高校 COCCO A.J.C.C 日産追浜 高津高校 平塚卓栄会

2016 青木  賢 稲葉  文子 堀池 麻斗 向山　収 武藤　和美 柏崎　秋雄 赤松　杏子

3.21 リコー厚木 丸山台中 横浜創英高 日産追浜 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 リコー厚木 パステル

2015 中村　祥吾 平　和華緒 室谷　直紀 栗原　広行 村田　寿恵 今井　義勝 村上　雅子

3.24 龍門卓球場 大正大学 杏会 双葉苦楽部 日産追浜 TEACHERS 双葉苦楽部

2014 増田　純樹 高岩　萌枝 守屋　樹 向山　収 武藤　和美 佐藤　計 村上　雅子

3.21 ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ たなかクラブ 茅ヶ崎西浜高 追浜ｸﾗﾌﾞ 横浜ベテラン会 ＪＦＥｸﾗﾌﾞ 双葉苦楽部

2013 大橋　勇也 澁谷　奈月 鹿内　誠也 小笠原　大知 谷口　純子 江浜　勲 鈴木　知華

3.24 ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ ぺんぎん 県立鶴見高 追浜ｸﾗﾌﾞ 卓精会 追浜ｸﾗﾌﾞ 富士泉

2012 田中　亮 田中 真子 古田島　裕基 小笠原　大知 村田　寿恵 江浜　勲 古谷　みどり

3.20 國學院大學 日本航空高校 寒川高校 追浜ｸﾗﾌﾞ 追浜ｸﾗﾌﾞ 追浜ｸﾗﾌﾞ ひばり

2011

3.20

2010 三枝　正典 古井　翔子 倉田　雅史 伊王野　孝一 村田　寿恵 江浜　勲 葛貫　良枝

3.21 湘南信用金庫 日本航空高校 追浜ｸﾗﾌﾞ 定征くらぶ 追浜ｸﾗﾌﾞ 追浜ｸﾗﾌﾞ 高倉ｸﾗﾌﾞ

2009 細野　裕人 井上　佳 細田　薫 長谷川　桂志 下山　千恵 江浜　勲 鶴田　昌枝

3.22 駒沢大学 東京女子体育大学 慶應義塾大学 Ｙ卓会 ｻｻﾞﾝｽﾀｰｽﾞ 追浜ｸﾗﾌﾞ 湘南ｸﾗﾌﾞ

2008 伊東　伸也 菅　満里奈 岩田　悟 金田　聡 古谷　みどり 髙井　正美 馬鳥久美　

3.20 信号器材 湘南信用金庫 初雁卓球ｸﾗﾌﾞ Ｕ．Ｗ．Ｆ ひばり 平塚卓栄会 KTCクラブ

2007 細野　裕人 松井　佐知子 石黒　伸一 菅澤　敬行 関谷　順子 蜂谷　剛 飯島　世津子

3.21 横浜商業 チャイム 東京工科大学 ヨーラクラブ 藤岡クラブ 平塚卓栄会 ＭＭＣ

2006 松井　正幸 松井　佐知子 勝又　重信 関谷　順子 髙井　正美 宇佐美　和子

3.20 横浜・個人 横浜・個人 平塚卓栄会 藤岡ｸﾗﾌﾞ 平塚卓栄会 上溝卓球

2005 細野　裕人 秦　由利香 勝又　重信 関谷　順子 髙井　正美 宇佐美　和子

3.20 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 平塚卓栄会 藤岡ｸﾗﾌﾞ 平塚卓栄会 上溝卓球

2004 細野　裕人 荻田　裕子 森園　誠 関谷　順子 三橋　雄司 清水　信子

3.20 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 相原高校 ひばりヶ丘.Jr 藤岡ｸﾗﾌﾞ 平塚卓栄会 しらとり

2003 三枝　正典 高橋　奈々 森園　誠 関谷　順子 松井　賢司 庄司　文子

3.21 湘工大附属高 神奈川学園高 ひばりヶ丘.Jr 藤岡ｸﾗﾌﾞ ＯＭＣ ＺＥＲＯ

2002 橋本　泰樹 中澤　好美 青木　祐史 関谷　順子 三橋　雄司 庄司　文子

3.21 丸善ｸﾗﾌﾞ ＳＶＡ 綾瀬ｸﾗﾌﾞ 藤岡ｸﾗﾌﾞ 平塚卓栄会 ＺＥＲＯ

2001 大川　良明 渡邉　時恵 村上　勝美 北島　よし子 蜂谷　剛 井置　節子

3.20 浦和ＳＣ 本庄第一高校 三浦藤沢信金 卓精会 平塚卓栄会 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ
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一般男子Ⅱ部

男子 女子 男子 男子 女子 男子 女子
回

一般の部Ⅰ部 壮年の部 ミドルの部

2000 佐々木　智由 中澤　好美 村上　勝美 井置　節子 蜂谷　剛 庄司　文子

3.20 武相高校 茅ヶ崎西浜高 三浦藤沢信金 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 平塚卓栄会 ＺＥＲＯ

1999 成　　紅光 藁科　玲子 平屋　泰夫 松下二美代 宮川　實 大坪　俊子

3.21 宇都宮学園 青蘭ｸﾗﾌﾞ 毛呂山ＴＴＣ 高倉ｸﾗﾌﾞ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 浜卓会

Ｈ10 橘川　重雄 秦　麻奈美 平屋　泰夫 中山美江子 宮川　實 小玉　悦子

3.21 南台ｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 茅ヶ崎西浜高校 綾瀬ｸﾗﾌﾞ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 ひさぎｸﾗﾌﾞ

Ｈ９ 竹之内　君明 森山　あづさ 村上　勝美 三留　洋子 田中　　昇 小玉　悦子

3.20 協和発酵 川崎中原中 三浦藤沢信金 高倉ｸﾗﾌﾞ 田中ｸﾗﾌﾞ ｱﾀｯｸ

Ｈ８ 加藤　雅也 中村　綾子 廣瀬　泰己 斉藤　正江 黒木　　進 小島　幸子

3.20 志村第三中 日産ｼﾞｭﾆｱ 小田原OYC 卓精会 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 卓和ｸﾗﾌﾞ

Ｈ７ 竹之内君明 佐藤　麻衣 岡　　誠治 井置　節子 宮川　實 小島　幸子

3.21 協和発酵 ＫＭＳＣ 松草ｸﾗﾌﾞ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 卓和ｸﾗﾌﾞ

Ｈ６ 高井　正美 根本　民子 道本　信生 小島　幸子 池田　晏章 根本　敏子

3.21 平塚卓栄会 滝の沢中 松草ｸﾗﾌﾞ 卓和ｸﾗﾌﾞ 卓和ｸﾗﾌﾞ 茅ヶ崎

Ｈ５ 本橋　道直 根本　民子 原田　一保 小島　幸子 柳川　常寿 根本　敏子

3.2 小田原OYC 滝の沢中 上溝卓球愛好会 卓和ｸﾗﾌﾞ 関西ﾍﾟｲﾝﾄ 茅ヶ崎

Ｈ４ 清水　栄治 吉田　麻由美 宮川　實 山崎　秀子 津島　靖武 根本　敏子

3.2 三浦藤沢信金 卓和ｸﾗﾌﾞ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 湘南卓球ｸﾗﾌﾞ 逗子ｸﾗﾌﾞ 卓和ｸﾗﾌﾞ

Ｈ３ 阿部　　稔 岸田　聡子 宮川　實 島　まり子 田中　　昇 根本　敏子

3.21 港北ｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 卓友ｸﾗﾌﾞ 湘南卓球ｸﾗﾌﾞ 田中ｸﾗﾌﾞ 卓和ｸﾗﾌﾞ

Ｈ２ 小野　　守 河野　文江 本多　　俊 井上　盛子 柳川　常寿 根本　敏子

3.21 南台ｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 球楽会 鴨居卓球ｸﾗﾌﾞ 関西ﾍﾟｲﾝﾄ 卓和ｸﾗﾌﾞ

Ｈ元 本橋　道直 河野　文江 柳川　常寿 根本　敏子 前川　紘一 早田　守江

3.21 相模ｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 関西ﾍﾟｲﾝﾄ 卓和ｸﾗﾌﾞ 逗子ｸﾗﾌﾞ 二宮ｸﾗﾌﾞ

Ｓ63 小野　　守 笹村美智代 瀬古　健治 根本　敏子 前川　紘一 平田　秋子

3.21 南台ｸﾗﾌﾞ 田中ｸﾗﾌﾞ 関西ﾍﾟｲﾝﾄ 卓和ｸﾗﾌﾞ 逗子ｸﾗﾌﾞ 茅ヶ崎家庭婦人

Ｓ62 村上　勝美 関沢　亜紀 杉山　泰啓 笹村美智代 和田　紘一 渡辺　芳枝

3.21 藤沢信用金庫 宇都宮ｸﾗﾌﾞ 卓友会 高倉ｸﾗﾌﾞ 球楽会 高倉ｸﾗﾌﾞ

Ｓ61 小野　　守 須川　紀子 和田　紘一 香月　郁恵 添田　光男 根本　敏子

3.21 南台ｸﾗﾌﾞ 東海大学 球楽会 高倉ｸﾗﾌﾞ 卓ﾋﾟﾝ会 卓和ｸﾗﾌﾞ

Ｓ60 中沢　　肇 佐藤　久美子 佐々木　修壹 水口　美穂子 井上　勝己 関野　サヨ子

3.21 関東学院大学 南台ｸﾗﾌﾞ 卓ﾋﾟﾝ会 青蘭ｸﾗﾌﾞ 卓ﾋﾟﾝ会 大磯体協

Ｓ59 安嶋　哉也 内宮　良枝 鈴木　和久 笹村　美智代 小泉　晴彦 関野　サヨ子

3.20 藤沢信用金庫 青蘭ｸﾗﾌﾞ 逗子ｸﾗﾌﾞ 平塚 茅ヶ崎 大磯体協

Ｓ58 塩田　晋宏 今井　裕子 田中　　昇 渡辺　勝子

3.27 卓友会 南台ｸﾗﾌﾞ 富士ﾌｨﾙﾑ ＹＭ卓球

Ｓ57 内田 猿渡　則子

3.28 小田原市役所 青蘭ｸﾗﾌﾞ
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