
No 試合年月日 会場 数 優　勝 準優勝

38 2020.2.02 磯中 13 ふじみｸﾗﾌﾞ・北條ｸﾗﾌﾞ スマッシュピンポン 大磯クラブ・ビバクラブ 大磯中学校Ａ

37 2019.2.03 磯中 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

36 2018.2.04 磯中 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

35 2017.2.05 磯中 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

34 2016.2.07 磯中 13 ふじみクラブＡ 二宮高・国府中OG ふじみクラブＢ 国府中学校Ａ

33 2015.2.08 磯中 10 ふじみクラブ 大磯クラブ 大磯中学校Ａ 国府中学校Ａ

32 2014.2.02 磯中 16 大雪のため中止

31 2013.2.03 磯中 17 大磯クラブ 国府中学校Ａ ふじみクラブ 西湘エース

30 2012.2.05 磯中 16 西湘エース 大磯中学校Ａ 大磯クラブ 国府中学校Ａ

29 2011.2.06 磯中 10 大磯クラブ ふじみクラブ 国府中学校Ａ 大磯中学校Ａ

28 2010.2.07 国中 12 大磯中学校Ａ 大磯クラブ ふじみクラブ スマッシュピンポン

27 2009.2.08 磯中 13 大磯クラブ ふじみクラブ あじさいクラブ 大磯高校

26 2008.2.10 磯中 12 ふじみクラブ 国府中学校Ｂ 国府中学校Ａ スマッシュピンポン

25 2007.2.11 国中 10 ふじみクラブ 大磯クラブ・大磯中  スマッシュピンポン・西湘エース あじさいクラブ

24 2006.2.12 磯中 10 大磯クラブ ＳＴＣ 国府中＋大磯中 ふじみクラブ

23 2005.2.13 磯中 9 大磯クラブ ふじみクラブ 大磯中学校Ａ 国府中学校Ａ

22 2004.2.08 磯中 8 ふじみクラブ 大磯クラブ ＳＴＣ　Ａ あじさいクラブＡ

21 2003.2.16 磯中 7 大磯クラブ ふじみクラブ 二宮高校 大磯高校

20 2002.2.17 磯中 7 大磯クラブ・二宮高 ふじみクラブ 大磯中学校Ａ あじさいクラブ

19 13.02.18 磯中 10 大磯クラブ 大磯中学校Ａ 大磯中学校Ｂ 国府中学校Ａ

18 12.02.13 国中 8 国府中学校Ａ 大磯中学校Ａ 若草クラブ あじさいクラブ

17 11.02.14 国中 7 大磯高校 大磯中学校Ａ 国府中学校Ｂ 国府中学校Ａ

16 10.02.15 国中 10 大磯クラブ 国府中学校Ａ あじさいクラブ 大磯中学校Ａ

15 09.02.11 国中 7 大磯クラブ ふじみクラブ あじさいクラブ 大磯中学校Ａ

14 08.02.11 国中 8 大磯クラブ 二宮クラブ 大磯中学校Ａ あじさいクラブ

13 07.02.11 国中 7 大磯クラブ ジョンソン あじさいクラブ 若草クラブ

12 06.02.11 国中 6 大磯クラブ 若草クラブ 国府中学校Ａ 大磯中学校

11 05.02.11 国中 7 大磯体協 ビバクラブ ふじみクラブ 若草クラブ

10 04.02.09 国中 8 ふじみクラブ ビバクラブ 国府中学校 大磯体協

9 03.02.11 国中 10 大磯体協 二宮クラブ ふじみクラブ ビバクラブ

8 02.02.11 二高 12 大磯体協 若草クラブ ふじみクラブ 二宮クラブ

7 元.02.11 二高 9 ふじみクラブ 親子卓球クラブ 二宮クラブ あじさいクラブＡ

6 63.02.11 二高 13 ふじみクラブＡ 親子卓球クラブＡ 国府中学校Ａ 二宮クラブ

5 62.02.08 二高 16 ふじみクラブＡ 二宮クラブ 卓　美　会 ふじみクラブＢ

4 61.02.11 町立 17 ふじみクラブＡ 親子卓球クラブ 国府中学校Ａ ふじみクラブＢ

3 60.02.03 国中 16 二宮高校 ふじみクラブ 二宮クラブ 大磯体協Ａ

2 59.02.05 国中 24 二宮高校Ａ 二宮選抜Ａ 大磯体協 二宮高校Ｂ

1 57.12.19 国中 9 二宮高校 二宮クラブ ふじみクラブ 大磯高校
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