
回 日付 優勝者 準優勝

與羽　広和 町井　崇之 山本　誠 金澤　裕孝 石川　厚 廣瀬　泰己 瀬尾　海渡 牧田　悟

国府中コーチ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ 北條クラブ 西湘エース 北條クラブ 北條クラブ 大磯クラブ 大磯クラブ
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桑田　晴信 牧田　悟 小泉　竜之介 小出　辰也 町井　崇之 山本　誠 宮下　大 與羽　広和

個人 大磯クラブ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ 北條クラブ Nフレンド ＳＴＣ

南木　瞭汰 廣瀬　泰己 長岡　泰世 小出　辰也 開澤　栄相 吉田　響太 荻野　昭人 牧田　悟

ふじみｸﾗﾌﾞ 北條クラブ ＳＴＣ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ 西湘エース ＳＴＣ 西湘エース 大磯クラブ

関田　宮久 廣瀬　泰己 金澤　裕孝 長岡　泰世 吉野　瑞木 町田　和義 矢澤　翼 久保田　裕惇

ＳＴＣ 北條クラブ 西湘エース ＳＴＣ 若草クラブ ＳＴＣ ＳＴＣ 大磯高校

小泉　満 上田　弘樹 廣瀬　泰己 小出　辰也 牧田　悟 渡辺　研 柴田　彰吾 柳川　隼一

北條クラブ ＳＴＣ 北條クラブ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ 大磯クラブ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ 二宮高校 鈴音親子

廣瀬　泰己 上田　弘樹 小出　辰也 大山　拓海 江川　祐 小泉　允 町田　和義 小林正佳

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 大磯高校 卓友会 ＳＴＣ 卓友会

大山　拓海 藤森　翔太 可児　涼 廣瀬　泰己 高橋　弦 山岸　昭洋 益田　浩一 小出　辰也

ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ ららぱるーざ 二宮高校 卓友会 ＳＴＣ 二宮高校 ららぱるーざ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ

高橋　弦 廣瀬　泰己 開澤　栄相 藤森　翔太 大山　拓海 小出　辰也 柳川　隼一 牧田　悟

ＳＴＣ 卓友会 西湘エース 個人 ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ 鈴音親子 大磯クラブ

杉本　和也 牧田　悟 木嶋　孝太 三枝　茂典 伊藤　晃 藤原　猛 可児  淳 金澤　裕孝

鈴音親子 大磯クラブ 大磯中学校 教員クラブ 大磯クラブ ＳＴＣ 二宮高校 卓友会

山本　圭 関田　宮久 南木　照男 開澤　栄相 牧田　悟 笠　良一 柳川　隼一 三枝　公一

大磯クラブ ＳＴＣ 鈴音親子 西湘エース 大磯クラブ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ 鈴音親子 卓友会

杉山　彰彦 町井　崇之 神山　健 関田　宮久 高橋　弦 三枝　茂典 藤原　猛 牧田　悟

卓美ｼﾞｭﾆｱ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ ＳＴＣ ＳＴＣ 西湘エース ＳＴＣ 大磯クラブ

三枝　正典 綾部　克己 杉山　彰彦 牧田　悟 曽根田　和行 山本　圭 瀬川　健 藤森　翔太

西湘エース ふじみｸﾗﾌﾞ 卓美ｼﾞｭﾆｱ 大磯クラブ ＳＴＣ 大磯クラブ 大磯クラブ ふじみｸﾗﾌﾞ

細野  隼人 綾部　克己 牧田　悟 開澤　栄相 南木　照男 藤原　淳 大山　拓海 小出　辰也

ふじみｸﾗﾌﾞ ふじみｸﾗﾌﾞ 大磯クラブ 西湘エース 鈴音親子 おたまじゃくし ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ

曽根田　和行 開澤　栄相 西河　雅章 南木　照男 金澤　裕孝 町井　崇之 小出　辰也 藤原　淳

ＳＴＣ 西湘エース 健康卓球ｸﾗﾌﾞ 鈴音親子 卓友会 ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ おたまじゃくし

町井　崇之 西河　雅章 曽根田　和行 南木　照男 三枝　茂典 関田　宮久 開澤　栄相 小出　辰也

ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ 健康卓球ｸﾗﾌﾞ ＳＴＣ 鈴音親子 教員クラブ ＳＴＣ 西湘エース ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ

町井　崇之 小出　辰也 開澤　栄相 西河　雅章 南木　照男 牧田　悟 関田　宮久 阿部　貴史

ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ 西湘エース 健康卓球ｸﾗﾌﾞ 鈴音親子 大磯クラブ ＳＴＣ ＳＴＣ

南木　照男 牧田　悟 曽根田　和行 瀬川　健 佐藤秀夫 成岡　和男 開澤　栄相 阿部　貴史

鈴音親子 大磯クラブ ＳＴＣ 大磯町役場 西湘エース 卓友会 西湘エース ＳＴＣ
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中郡卓球選手権大会（男子シングルスの部）
第３位

19 16.6.13

29

26 23.6.12

27 24.6.10

22 19.6.17

25 22.6.20

28 25.6.02

21 18.6.18

31 28.6.05

20 17.6.12

23 20.6.29

33 30.6.03

32 29.6.04

37

コロナウィルス感染予防のため中止

コロナウィルス感染予防のため中止

4.6.05



回 日付 優勝者 準優勝 ベスト８第３位

曽根田　和行 牧田　悟 藤原　猛 林　慎吾 斎藤　昌久 南木　照男 成岡　和男 加藤

ＳＴＣ 大磯クラブ ＳＴＣ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ 鈴音親子 鈴音親子 卓友会 二宮高校

西河　雅章　　 牧田　悟 瀬川　健 岡本　重喜

健康卓球ｸﾗﾌﾞ 大磯クラブ 大磯町役場 西湘エース 

西河　雅章　　 高橋　栄一 岡本　重喜 笠　良一

健康卓球ｸﾗﾌﾞ 卓友会 個人 大磯クラブ

西河　雅章　　 野戸 笠　良一 高橋

健康卓球ｸﾗﾌﾞ 二宮高校 　 大磯クラブ 卓郵会　　

藤田　裕樹 小出　辰也 岡本　重喜 仲川　直道 坂口　博泰 曽根田　和行 成岡  和男 高橋

大磯高校 ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ 個人 二宮高校 　 教員クラブ 大磯クラブ 卓郵会 個人

三枝　靖武 小出　辰也 石橋　圭太 坂口　博泰 成岡　和男 三枝　茂典 仲川　直道 平野

国府中学校 湘南クラブ 卓美会 教員クラブ 卓郵会　　 教員クラブ 大磯中学校 大磯中学校

鈴木　陽次朗 三枝　茂典 三枝　正典 小泉　光五郎 小野寺　正紀 林　慎吾 明道 成岡　和男

大磯クラブ 卓美ｼﾞｭﾆｱ 卓美ｼﾞｭﾆｱ 大磯クラブ 大磯クラブ 湘南クラブ 大磯中学校 卓郵会

鈴木　陽次朗 三枝　茂典 三枝　正典 小泉　光五郎 小出　辰也 林　慎吾 清田　正美 藤村

大磯クラブ 卓美ｼﾞｭﾆｱ 卓美ｼﾞｭﾆｱ 大磯クラブ 湘南クラブ 湘南クラブ 卓美会 若草クラブ

鈴木　陽次朗 三枝　茂典 山本 瀬川　健 坂口　博泰 美濃島 仲條　幸敏 市村　光志

大磯クラブ 卓美ｼﾞｭﾆｱ 二宮高校 大磯町役場 教員クラブ ジョンソン 教員クラブ 卓郵会

三枝　茂典 仲條　幸敏 坂口　博泰 田辺　仁 小野寺正紀 菅 木村 鈴木陽次朗

教員クラブ 教員クラブ 教員クラブ 大磯高校 大磯クラブ 二宮高校 　 大磯高校 大磯体協

仲條　幸敏 瀬川　健 石橋　圭太 田辺　仁 長谷川 松田 小野寺　正紀 成川

教員クラブ 大磯町役場 卓美会 大磯高校 大磯高校 大磯中学校 大磯クラブ 大磯高校

三枝　茂典 瀬川　健 仲條　幸敏 石橋　圭太 石井　久義 市村　光志 内海 大垣

教員クラブ 大磯町役場 教員クラブ 卓美会 大磯体協 卓郵会 大磯高校 大磯高校

三枝　茂典 瀬川　健 大垣 仲條　幸敏 鈴木　陽次朗 井上　悟郎 石射　俊和 石橋　圭太

教員クラブ 大磯町役場 大磯高校 教員クラブ 大磯体協 ふじみｸﾗﾌﾞ 卓美会 卓美会

石井　久義 瀬川　健 市村　光志 三枝　茂典 内田 大垣 可知 坂口　博泰

大磯体協 大磯町役場 卓郵会 教員クラブ 大磯中学校 大磯高校 大磯高校 教員クラブ

藤沢　実 井上　悟郎 西村 石井　久義 下野 三枝　茂典 田近　淳 岡本　重喜

二宮親子 二宮親子 若草クラブ 大磯体協 大磯高校 教員クラブ 小松製作所 若草クラブ

井上　悟郎 藤沢　実 岡本　重喜 西村 仲條　幸敏 山田 奥土 石井　久義

二宮親子 二宮親子 若草クラブ 個人 教員クラブ 大磯中学校 大磯体協 大磯体協

鈴木　真彦 藤沢　実 齋藤　昌久 長谷川 成岡　和男 石川 杉山 井上　悟郎

江南高校 　　 二宮親子 二宮親子 あづまｸﾗﾌﾞ あづまｸﾗﾌﾞ 　　 あづまｸﾗﾌﾞ 大磯高校 二宮親子卓球

藤沢　実 石井　久義 田近　淳 齋藤　昌久 成岡　和男 梅田 仲條　幸敏

大磯体協 大磯体協 小松製作所 二宮親子 あづまｸﾗﾌﾞ 　　 二宮高校 　 大磯中教員

藤沢　実 田原 仲條　幸敏 石井　久義 真壁 原 町田 石射

大磯体協 大磯高校 大磯中教員 大磯体協 二宮高校 二宮クラブ 大磯高校 二宮高校
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