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平成２５年度 神奈川県卓球協会事業報告  
 

平成２５年度   ねんりんピック代表予選会  ４／１４（日） 県立スポーツ会館 

男子 単 
60 歳以上代表 田中 昇 (たなかクラブ)、70 歳以上 井上 仁一 (藤沢ラージ)  

補助兼監督 有本 仁志 (湘南クラブ) 

女子 単 
60歳以上代表 河淵 あや子（ヨコスカ)、65歳以上 森 光子（横須賀レディース）

補助 下舘 昌子(鎌倉レク連) 

混合 複 
男子 65歳以上 本間 敏夫（平塚スマッシュ） 

女子 60歳以上 熊澤 愛子(藤沢ラージ) 

 

第２２回 東アジアホープス卓球交流合宿 県予選会 ４／１４(日) 平塚総合体育館 

男子 26 

県代表 福澤 昇悟 (ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 

2位 杉本 和也 (横浜大洋ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ)    

3位 松井 翔 （横浜大洋ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ)   

3位 河合 優瞬 (マイダス) 

5位 市川 隼秀 （千木良 T.P.C） 

5位 遠藤 幹太 （TTC浦和）          

5位 近藤 天空 (横浜大洋ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ) 

女子 22 

推薦 長崎 美柚 （岸田ｸﾗﾌﾞ）・小林 光優 (丸子橋卓球スタジオ)  

県代表 青木 優佳 (ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 

2位 菅澤 杏花里 (酒匂卓球キッズ) 

3位 野方 遥伽 (丸子橋卓球スタジオ) 

3位 冨田 真子 (ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 

5位 堀田 優果 (岸田クラブ) 

5位 菅澤 柚花里 (酒匂卓球キッズ) 

 

平成２５年度全日本卓球選手権大会  ホープス・カブ・バンビﾞの部県予選会 

 代表者数は各部６名     ５／３（金・祝）川崎市体育館 

種目 参加数 
優勝 ２位 ３位 

４位 ５位 ６位 

男子 

ホープス 

２７ 
福澤 昇悟 (ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 杉本 和也 (横浜大洋ﾞ) 河合 優駿 (マイダス) 

相川 誉 (MD ｼﾞｭﾆｱ) 高岩 真志 (たなかｸﾗﾌﾞ) 近藤 天空 (横浜大洋) 

特別枠 市川隼秀 (千木良 T・P・C)  

 

男子 

カブ 

推薦 松井 駿介 (横浜大洋)  

１６ 
島村 怜和 (MD ｼﾞｭﾆｱ) 伊藤礼博(千木良 T・P・C) 小松啓也 (相模原ｼﾞｭﾆｱ) 

東海林聖央(相模原ｼﾞｭﾆｱ) 小園江敏紀(LE COURS) 小野 寺幹 (MD ｼﾞｭﾆｱ) 

男子 

バンビ 
８ 

三木 隼 (岸田ｸﾗﾌﾞ) 八幡陽介 (岸田ｸﾗﾌﾞ) 近藤 壱弦 (近藤ｸﾗﾌﾞ) 

近藤 壱弦 (近藤ｸﾗﾌﾞ) 廣田元二朗 (岸田ｸﾗﾌﾞ) 竹内悠真(千木良 T・P・C) 

女子 

ホープス 

推薦 長崎 美柚 (岸田ｸﾗﾌﾞ)   

２２ 
小林 光優 (丸子橋卓球) 青木 優佳 (ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 冨田 真子 (ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 

堀田 優果 (岸田ｸﾗﾌﾞ) 野方 遥伽 (丸子橋卓球) 菅澤杏花里(酒匂卓球ｷｯｽﾞ) 

女子 

カブ 

１１ 
菅澤 柚花里 (ﾖｰﾗｼﾞｭﾆｱ) 新井和夏葉(丸子橋卓球) 木田美佑里 (丸子橋卓球) 

八幡 明日香 (岸田ｸﾗﾌﾞ) 野方 夢夏(丸子橋卓球) 武山 華子 (相模原ｼﾞｭﾆｱ) 

特別枠 中村 光  (ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ)   

女子 

バンビ 
４ 

遠藤 凜 (TTC浦和) 岡野 結衣(相模原ｼﾞｭﾆｱ) 島村 果怜 (MD ｼﾞｭﾆｱ) 

岩木 仁香 (MD ｼﾞｭﾆｱ)   

(横浜大洋) は (横浜大洋ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞﾞ) の略  (丸子橋卓球) は (丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ) の略 
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第３２回  全日本クラブ選手権大会 県予選会  ５／３（祝） 相模原市立総合体育館 

種  目 参加数 (代表数) 代表チーム名 

男子 １部 ５ （３） カヴァヌーラ、青嵐クラブ、スグルミュージック  

男子 ２部 ４５ （５） MD相模 A、ＵＷＦ(A)、MD相模 B、青嵐クラブ A、日産追浜 A、シックスワン 

男子 50代 
推薦 日産追浜クラブ、高倉クラブ 

７ （３） MD相模、ヨーラクラブ、明卓会 

男子 60代 
推薦 ＦＡＭＩＬＹ、テニシャス・ナカーズＡ、相模原ベテラン会 

１３ （３） 大正卓球同好会、高倉クラブ A、HAZAWA(A) 

女子 １部 
推薦 MD相模 A、MD相模 B、太洋歯科 

  

女子 ２部 
推薦 チャイム、alpha 

１１ （３） ＬａＰＡＮ、ぺんぎん、高倉クラブ 

女子 50代 
推薦 ＣＯＬＯＲ、浜卓会トトロ 

１１ （３） 松草クラブ、高倉クラブ、相模原レディース(上卓) 

女子 60代 
推薦 藤沢レディース、浜卓会保土ヶ谷クラブ 

８ （３） 平塚レディースおてだま、浜卓会ひさぎクラブ、浜卓会しらとり 

男子小中学生 ４ （４） たなかクラブ、千木良 T.P.C、岸田クラブ、横浜太洋ジュニア 

女子小中学生 ３ （４） 岸田クラブ、たなかクラブ、横浜太洋ジュニア 

 

第６３回  全日本実業団卓球選手権 県予選  ５／５（祝） 戸塚スポーツセンター 

男子団体 

推薦 東信電気、信号器材 

参加 13チーム （代表６） 湘南信用金庫、東芝、リコー厚木、ＮＥＣ、TOPY、富士フィルム 

女子団体  （代表３） 東信電気 

 

Ｈ25  ラージボール春季大会  ５／１１（土） 西湘地区体育センター 

種目 数 優勝 ２位 

混合複 129

以下 

7組 平出・平出（藤沢ラージ）  

混合複 130

以上 

8組 田中・赤尾（たなかク・藤沢ラ） 黒田・香田（ｋ・ｋラ） 

混合複 145

以上 

12組 市川・前田（相模原ラ・大和ラ） 平泉・松本（横浜ラ） 

混合複 初級 3組 本間・大谷（若卓ク）  

男子単 A 6名 山城 和義（三浦藤沢信金） 田中 昇（たなかクラブ） 

男子単 B 7名 田所 修（相模原ラージ） 宇野 嘉一（横浜ラージ） 

男子単 C-Ⅰ 5名 長岐 伸高（ＡｔｏＺ） 和気 康弘（個人） 

男子単 C-Ⅱ 6名 城 定弘（横浜栄ラージ） 高倉 僖八（富士クラブ） 

男子単 D 4名 本間 賢太郎（若卓クラブ）  

女子単 A 5名 浦部 加代子（川崎レディース） 平出 純子（藤沢ラージ） 

女子単 B 3名 佐々木 八恵子（西湘エース）  

女子単 C 7名 松本 美佐江（横浜ラージ） 原 美香子（武蔵野クラブ） 

女子単 D-Ⅰ 3名 大谷 タミ（若卓クラブ）  
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第一三共ヘルスケア・レデイース ２０１３  第３６回  全国ﾚﾃﾞｨｰｽ県予選会 

５／１１（土）座間市立市民体育館 

種目 数 （代表数） 

団体戦 １６ （３） 浜卓会茶の実、浜卓会たまばら、全横会三菜会 

Aダブルス   60－109歳 １３組 （３） 秋岡・中山  内田・栗野  佐藤・大島 

Bダブルス  110－125歳 １６組 （３） 小川・池上  中山・白井  畑・松原 

Cダブルス  126歳以上 １２組 （３） 石井・庄司  久保・後藤  長岡・佐藤 

 

2013 第 19回 関東レディース スマッシュ卓球大会    

５／２２（水） 横浜文化体育館 

 
 優勝 2 位 3 位 3 位 

Ａ1 位 

41 

すばる（東京） 千代田ｸﾗﾌﾞ（東京） 茶の実（神奈川） チャイム（神奈川） 

Ａ2 位 ウェルネス（東京） ＫＡＴＵｸﾗﾌ（゙茨城） フェニックス（茨城） つくし（神奈川） 

Ａ3 位 コメット（東京） つみき（神奈川） ＹＴＣ（東京） 保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ（神奈川） 

Ｂ1 位 

72 

あすなろ（神奈川） 朋友（神奈川） 所沢ﾚﾃﾞｨｰｽ（埼玉） くれよん（神奈川） 

Ｂ2 位 ひたちなかﾚＡ（茨城） 千葉レﾌﾚﾝｽﾞ（千葉） 市川市ﾚﾃﾞｨｰｽ B（千葉） 華ﾌﾚﾝｽﾞ（千葉） 

Ｂ3 位 ＳＰＣ（茨城） ｽﾏｲﾙｸﾗﾌﾞ（神奈川） 川崎ﾚ胡桃（神奈川） 千葉レ華（千葉） 

 

平成２５年度 第３１回 全国ホープス卓球大会神奈川県予選   

５／２５（土）横浜市南スポーツセンター 

種目 数 優勝 ２位 ３位 

男子団体 ６ 千木良 T.P.C. 横浜太洋ジュニア A リトルキングス 

女子団体 ５ 丸子橋卓球スタジオ 岸田クラブ 酒匂卓球キッズ 

男女とも１，２位は全国ホープス卓球大会へ  

 

平成２５年度 全日本社会人卓球選手権大会・全日本卓球選手権大会（マスターズの部）県予選   

 ５／２５（土）   相模原市立総合体育館 

 種目 数 代表選手名（一般男女各７名、その他は各４名、４組、80代と 80 ﾊｲは無制限） 

男子 

ｼﾝｸﾞﾙｽ 

推薦 太嶋佑人(信号器材) 

５０ 

河又大和(東信電気) 定岡恭平(東信電気) 小笠原笑太(信号器材) 

林 祐麻(東信電気) 高木勇輝(信号器材) 山木康平(東信電気) 

和田圭輔(信号器材)   

男30代 

推薦 三田村宗明(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ)、三木 尚(MD相模) 

６２ 
川島悠也(高倉ｸﾗﾌﾞ) 後藤崇士(湘南信金) 篠崎 崇(日産追浜) 

石塚宏之(UWF)   

男40代 ６６ 
西川幸伸(FAMILY) 長谷川桂志(Y卓会) 水口和也(美しが丘ｸﾗﾌﾞ) 

西倉遊星(FAMILY)   
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男50代 

推薦 江浜勲(日産追浜)、坂本憲一（日産追浜） 

５１ 
髙井正美(ﾖｰﾗｸﾗﾌﾞ) 清水栄治(高倉ｸﾗﾌﾞ) 佐野秀雄(FAMILY) 

小野 守(MD相模)   

男60代 ３６ 
中村ｺｰﾀﾛｰ (ﾃﾆｼｬｽ・ﾅｶｰｽﾞ) 蜂谷 剛(大正同好会) 米沢哲郎(中原ｸﾗﾌﾞ) 

渡部 彰(相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ)   

男65代 

推薦 鈴木和久(逗子ｸﾗﾌﾞ)、津島靖武(逗子ｸﾗﾌﾞ)、神山 哲(高倉ｸﾗﾌﾞ) 

３４ 
佐々木修壱(逗子ｸﾗﾌﾞ) 石井三郎(逗子ｸﾗﾌﾞ) 田村金徳(中原ｸﾗﾌﾞ) 

織田正臣(神南ｸﾗﾌﾞ)   

男70代 ２４ 
酒向 昭(大正同好会) 遠藤勝夫(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会) 伊東正信(個人) 

柳川常壽(VT神奈川)   

男75代 １６ 
田村健二(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会) 山田 清(VT神奈川) 大滝 泰(HAZAWA) 

大坂正男(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会)   

男85代 
推薦 関口政吉(三ﾂ沢ｽﾀｰｽﾞ) 

ﾌﾘｰ 伊佐卓男(個人)、及川功(Y卓会)、吉田泰雄(個人)、永井昭爾(川崎ﾗｰｼﾞ) 

男子 

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 
３７組 

河又大和・林祐麻(東信電気) 野田享平・松岡新也(信号器材) 

和田圭輔・小笠原笑太(信号器材) 太嶋佑人・高木勇輝(信号器材) 

女子 

ｼﾝｸﾞﾙｽ 

推薦 樽見早由利(東信電気) 

８ 

木戸亜希穂(太洋歯科) 廣田 恵(北陵ｸﾗﾌﾞ) 吉田球昌(東信電気) 

平澤祥子(太洋歯科) 澁谷奈月(ぺんぎん) 蓑田 愛(太洋歯科) 

鈴木明日香(北陵ｸﾗﾌﾞ)   

女30代 

推薦 三木朋子(MD相模)、牧野沙奈美(MD相模)、田中由紀子(横須賀 TTC) 

７ 
藤岡陽子(横浜市役所) 板野昌子(MD相模) 栗野ひとみ(あすなろ) 

長谷川綾子(湘南信金)   

女40代 

推薦 島村美穂(MD相模)、渋谷文代(alpha) 

２２ 
石井佳子(ﾁｬｲﾑ) 青池優美(MD相模) 青木由起子(川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

松井佐知子(ﾁｬｲﾑ)   

女50代 

推薦 坂本久美(COLOR)、鶴田昌枝(COLOR) 

４９ 
川合幸子(松草ｸﾗﾌﾞ) 宮崎弘子(平塚ﾚﾃﾞｨｰｽ) 長谷川妙子(FAMILY) 

石川充子(浜町卓研)   

女 60代 ２２ 
日下部鈴子(ﾁｬｲﾑ) 井置節子(藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ) 吉垣美保(茶の実) 

渡辺美智子(茶の実)   

女65代 ２２ 
佐藤 敬(藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ) 松本弘子(藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ) 抱 芳子(平塚ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

佐藤節子(藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ)   

女70代 ８ 
安藤幹枝(三菜会) 西本和子(しらとり) 小林勝子(相模原ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

堺田温子(ぽぷり)   

女75代 

推薦 珠玖幸子(浜卓会)、千代絢子(相模原ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

８ 
黒沼茂子(浜卓会) 木村和代(Y卓会) 中村葉子(二俣川ｸﾗﾌﾞ) 

千本木ひろ子(個人)   

女80代 
推薦 土佐昭子(浜卓会)、山﨑季久子(南友会) 

ﾌﾘｰ 三宅裕子(衣笠卓球)、横内美都子(カトレア)、福原富子(個人) 

女85代 
推薦 大村さちゑ(横浜ﾗｰｼﾞ) 

ﾌﾘｰ 河村美千子(横浜ﾚﾃﾞｨｰｽ)、 飯田英子(藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

女子 

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 
６組 

吉田球昌・樽見早由利(東信電気) 長谷川綾子(湘南信金)・板野昌子(MD相模) 

木戸亜希穂・平澤祥子(太洋歯科) 柴田時子・武藤和美(アローズ) 
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平成２５年度 神奈川県民体育大会 兼 第６８回 国民体育大会 卓球競技 県予選会  

５／６(振) 横須賀市総合体育館 ６／８(土) 横浜南ＳＣ  

種目 数 代表選手名 予備登録 

少年男子 502 
宮城 雄次 森屋 翼 永安 一成 松本 拓海 

三浦学苑高 三浦学苑高 湘工大附高 湘工大附高 

少年女子 107 
秋田 佳菜子 永尾 尭子 美濃口 千夏 岡 真美江 

横浜隼人高 横浜隼人高 横浜隼人高 横浜隼人高 

成年男子 36 
河又 大和 桑原 元希 飯野 峻輔 小森 文俊 

東信電気 リコー 大正大学 國學院大學 

成年女子 7 
小野 思保 中島未早希 小道野 結 保科しおり 

日立化成 サンリツ 早稲田大学 早稲田大学 

 

 

第８６回 県ラージボール卓球オープン大会  ６／１（土）  相模原市立総合体育館 

種目 数 優勝 ２位 ３位 

混合複  

129以下 

13

組 

小田切・磯部 

(目黒不動ｸﾗﾌﾞ) 

佐藤・浦部(柏ｸﾗ

ﾌﾞ・相模原ﾗｰｼﾞ) 

永富・足立(ﾖｰﾗｸﾗ

ﾌﾞ・横浜ﾗｰｼﾞ)  

城山・中山 

(ゆうゆう) 

混合複  

130以上 

31

組 

清水・柏木(柏ｸﾗ

ﾌﾞ・相模原ﾗｰｼﾞ) 

北畠・斉藤 

(遊 ing・ﾖｰﾗ相模) 

阿部・松村 

(ﾖｰﾗｸﾗﾌﾞ) 

内山・井上 

(平塚卓明) 

混合複  

145以上 

24

組 

海津・藤掛(麻生ﾗｰ

ｼﾞ・燦木会) 

菅沼・伊藤 

(燦木会) 

島田・赤坂 

(卓翠会・燦木会) 

奥野・佐々木 

(横浜ﾗｰｼﾞ) 

混合複  

初級 

10

組 

金田・菊池 

(すぎな会) 

田口・田口 

(すぎな会) 
  

団体  

260才以下 
6 横浜・ﾖｰﾗｸﾗﾌﾞ     

団体  

261才以上 
10 柏＆相模原ﾗｰｼﾞ 平塚ﾗｰｼﾞ卓明   

団体  

280才以上 
18 麻生ﾗｰｼﾞ・燦木会 ＭＯＡ’ 平塚スマッシュ 燦木会菅沼 

初級 5 すぎな会       

 

 

第一三共ヘルスケア･レディース 2013  第 40回  関東ﾚﾃﾞｨｰｽ県予選会 

６／２９（土）相模原市立北総合体育館 

種目 数 代表チーム名 

団体戦 

(代表７ﾁｰﾑ) 
17 

相模原レデイース友クラブ、相模原レデイース大野南、川崎レデイース 森、 

川崎レデイース ＫＡＭＥ、あすなろ、四つ葉会、浜卓会しらとり 
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平成２５年度 第２６回神奈川県中学生学年別卓球大会    ６／２２（日）潮風アリーナ   

種目 数 
優勝 ２位 ３位 

２段目はベスト８の５位 

Ⅱ部男子 

ｼﾝｸﾞﾙｽ 
40 

岩本岬(岸田ｸﾗﾌﾞ 遠藤碧人(ＴＴＣ浦和 中橋敬人(湘工ｼﾞｭﾆｱ 岡部玲音(鶴間中 

山本東吾(東高津中 黒﨑怜(睦合東中 永安紀一(岸田ｸﾗﾌﾞ 青柳伸太朗(荻野中 

Ⅱ部女子 

ｼﾝｸﾞﾙｽ 
39 

笹尾明日香(横浜隼人中 林茜(横浜隼人中 三浦萌香(横浜隼人中 藤井祐衣(岸田ｸﾗﾌﾞ 

松井桃華(横浜隼人中 谷田恵美(横浜隼人中 杉本恵(横浜隼人中 谷内田優花(大沢中 

Ⅰ部３年

男子Ｓ 
64 

森田涼平(岡津中 鴛海輝(東高津中 那須虹也(西本郷中 木村一沙(引地台中 

伊東綺音(睦合東中 山本亜利哉(相陽中 鈴木泰輝(睦合東中 渡邉響(秦野東中 

Ⅰ部２年

男子Ｓ 
64 

小野滉介(Ｕ.Ｗ.Ｆ 森田晃司(鴨宮中 小髙将史(茅ヶ崎第一中 嶋崎康太朗(岸田ｸﾗﾌﾞ 

磯山三四朗(東高津中 鶴田創(坂本中 伊藤柾道(南菅中 斎藤晴空(戸塚中 

Ⅰ部１年

男子Ｓ 
6４ 

齋藤薫平(港南中 西山拓冬(嵐ｸﾗﾌﾞ 坪田風人(港南中 原勇斗(長沢中 

富樫拓紀(旭陵中 中村航(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 木田蓮斗(東山田中 須田和明(岡津中 

Ⅰ部３年

女子Ｓ 
64 

鎌田美里(金旭中 周依琳(鶴間中 伊藤千尋(西本郷中 二見彩香(光丘中 

佐々木友花(伊勢原中 小里そよか(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 高橋瑠奈(中沢中 松本愛美(国府中 

Ⅰ部２年

女子Ｓ 
64 

橘れな(西本郷中 佐藤七海(伊勢原中 久慈香菜子(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 澁谷香月(藤塚中 

青柳みらい(衣笠中 尾家百香(鶴嶺中 富田優奈(秦野南中 皆木桜子(秦野東中 

Ⅰ部１年

女子Ｓ 
64 

米山莉央(嵐 梅田奏音(寒川東中 地引七海(浜岳中 齊藤結(鴨宮中 

小松友香(大沢中 長瀬夏海(西本郷中 勝村桃菜(長沢中 河合菜々(南河原中 

 

平成２５年度 神奈川オープン小学生交流卓球大会  ８／３（土），４（日） 平塚総合体育館 

種目 数 優勝 ２位 ３位 

男子団体 １９ 
マイダス A 

(東京) 

リトルキングス A 

（神奈川） 

千木良 T．P．C 

（神奈川） 

MDジュニア A  

(神奈川) 

女子団体 １８ 
岸田クラブ A 

（神奈川） 

酒匂卓球キッズ 

（神奈川） 

丸子橋卓球スタジオ 

（神奈川） 

リトルキングス A 

（神奈川） 

男子 

ホープス 
４５ 

杉本 和也 

横浜太洋ジュニア（神） 

福澤 昇悟 

リトルキングス（神） 

市川 隼秀 

千木良 T.P.C.（神） 

松井 翔 

横浜太洋ジュニア（神） 

男子 

カブ 
３６ 

伊藤 礼博 

千木良 T.P.C （神) 

松井 駿介 

横浜太洋ジュニア（神） 

麦 進琳 

マイダス(東) 

小野寺 幹 

MDジュニア(神) 

男子 

バンビ 
８ 

廣田 元二朗 

岸田クラブ(神) 

吉田 遥斗 

K&Mジュニア(埼) 

森口 諒 

岸田クラブ(神) 

入谷 優冴 

T.T.C平屋(埼) 

女子 

ホープス 
４８ 

長崎 美柚 

岸田クラブ(神) 

小林 光優 

丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ(神) 

福田 晴菜 

T.O.M(東) 

野方 遥伽 

丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ(神) 

女子 

カブ 
１８ 

遠山 美涼 

T.T.C平屋(埼) 

新井 和夏葉 

丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ(神) 

小野 桃寧 

T.O.M(東) 

八幡 明日香 

岸田クラブ(神) 

女子 

バンビ 
１０ 

岡野 結衣 

相模原ジュニア(神) 

岩木 仁香 

MDジュニア(神) 

瀬戸 彩名 

東村山ジュニア(東) 

島村 果怜 

MDジュニア(神) 
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平成２５年度  全日本卓球選手権大会（カデット）県予選会    

代表選手 13歳以下男子 9名 その他 S は 8名 ダブルスは男女とも 6組 

9月 1日(日)ひらつかアリーナ、9月 7日(土)横須賀アリーナ、9月 14日(土)平塚総合体育館 

 

９／１（土） ひらつかアリーナ  ９／７（土）横須賀市総合体育会館  ９／１４（土）平塚総合体育館 

種目 数 上段優勝、２位、３位、４位  下段５位、６位、７位、８位 

14歳下 

男子Ｓ 
520 

永安紀一（岸田ｸﾗﾌﾞ） 森田晃司（たなかｸﾗﾌﾞ） 松山侑城（港南中） 福澤佑麻（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） 

矢部衛彦（横須賀ﾘﾄﾙ） 磯山三四朗（岸田ｸﾗﾌﾞ） 小野滉介（U.W.F） 鶴田 創（横須賀ﾘﾄﾙ） 

13歳下 

男子Ｓ 
520 

遠藤碧人（TTC浦和） 杉本和也（横浜太洋 Jｒ） 福澤昇悟（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） 天野宏哉（たなかｸﾗﾌﾞ） 

河合優駿（マイダス） 山本東吾（横浜太洋 Jｒ） 岡本優一（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） 近藤天空（横浜太洋 Jｒ） 

岩木彩人（横浜MDJr） ﾍﾟﾝ枠 市川隼秀（千木良 TPC）  

14歳下 

女子Ｓ 

推薦 笹尾明日香（横浜隼人中） 

200 
杉本恵（横浜隼人中） 松井桃華（横浜隼人中） 武山莉子（大沢中） 永尾 垣（岸田ｸﾗﾌﾞ） 

谷内田優花（大沢中） 山本あいり（嵐） 大山海沙（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） 佐藤七海（伊勢原中） 

13歳下 

女子Ｓ 
273 

松井彩音（横浜隼人中 長﨑美柚（岸田ｸﾗﾌﾞ） 冨田真子（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） 小林光優（丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ 

青木優佳（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） 小畑美菜（横浜隼人中） 菅澤杏花里（酒匂卓球ｷｯｽﾞ 堀田優果（岸田ｸﾗﾌﾞ） 

男子 

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 
94 

森田・天野 

（たなかｸﾗﾌﾞ） 

永安・磯山 

（岸田ｸﾗﾌﾞ） 

中橋・遠藤 

（湘工 Jr・TTC浦和） 

山本・杉本 

（横浜太洋 Jr） 

齊籐・小松 

（林中・厚木中） 

福澤・福澤 

（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） 

岡本・中村 

（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） 

市川・伊藤 

（千木良 TPC） 

女子 

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 
82 

笹尾・松井 

（横浜隼人中） 

杉本・松井 

（横浜隼人中） 

谷内田・武山 

（大沢中） 

菅澤・菅澤 

（酒匂卓球キッズ） 

冨田・青木 

（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） 

萩野・齊籐 

（たなかｸﾗﾌﾞ） 

小幡・遠藤 

（横浜隼人中） 

新井・野方 

（丸子橋卓球スタジオ） 

 

 

 

平成２５年度 第４回  神奈川県郡市町村対抗卓球大会  ９／１５（日） 県立体育センター 

参加数 優勝 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 

１１ チーム 川崎市 横須賀市 相模原市 厚木市 平塚市 横浜市 

 

 

 

第３２回神奈川県近隣中学生招待卓球大会   ９／２１（土） 大和スポーツセンター 

参加数 優勝 ２位 ３位 

男子団体戦 ３４ 尾久八幡中（東京） 鴨宮中（神奈川） 荻野中（神奈川） 府中第四中（東京） 

女子団体戦 ２６ 横浜隼人中（神奈川） 尾久八幡中（東京） 高萩中（茨城） 伊勢原中（神奈川） 
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平成２５年度  全日本卓球選手権大会 県予選会 

９／２１(土) 秩父宮記念体育館（一般シングルス・ダブルス） ９／２２(日)日産自動車横浜体育館他（ジュニア女子シング

ルス）１０／１４（祝）桐蔭学園・三浦学苑・立野高校 10/19(土)湘南工科附属高校（ジュニア男子シングルス）  

種目 数 代表選手名 

男子単 

代表 

推薦 野田亨平(信号器材)、 山木康平(東信電気)、太嶋佑人 (信号器材)  

１２９ 
和田圭輔 (信号器材) 張 良 （青嵐クラブ） 小笠原笑太（信号器

材） 

飯野俊輔 (大正大) 

三田村宗明(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 飯野弘義 （専修大）   

女子単 

代表 

推薦 永尾尭子(隼人高)、樽見早由利(東信電気) 

４７ 
小道野結 (早稲田大) 松本理沙 (隼人高) 中島三桜 (隼人高) 秋田佳菜子 (隼人高) 

佐野萌子 （日本大） 美濃口千夏 (隼人高)   

Ｊ男子 

単代表 
２５２ 

森屋翼（三浦学苑高） 東文武（湘南工大附属高） 小澤壮（湘南工大附属高） 

磯山純平(桐蔭学園高) 小川遥太（三浦学苑高） 小塙祐太（湘南工大附属高） 

木村駿太（湘南工大附属高） 松本拓海（湘南工大附属高） 岡田凌弥（三浦学苑高） 

Ｊ女子 

単代表 

推薦 秋田佳菜子 (横浜隼人高)、美濃口千夏 (横浜隼人高)、三浦萌香（横浜隼人中） 

６７ 

大谷萌(横浜隼人高) 佐野葉子(横浜隼人高) 青木沙也花(横浜隼人高) 

鈴木円花(横浜隼人高) 宇田衣里那(横浜隼人高) 佐藤みき(横浜隼人高) 

林 茜(横浜隼人中) 松井桃華(横浜隼人中) 笹尾明日香(横浜隼人中) 

男子複 

代表４組 

推薦 和田圭輔・小笠原笑太（信号器材）、河又大和・林祐麻(東信電気) 

６３ 
飯野弘義・飯野俊輔 

（専修大・大正大） 

阿部雄太・井坂純一 

（法政大・日本大） 

笹尾卓人・江崎佳祐 

（中央大・大正大） 

定岡恭平・山木康平 

（東信電気） 

女子複 

代表４組 
２７ 

青木沙也花・鈴木円

花   （横浜隼人高） 

秋田佳菜子・美濃口千

夏   （横浜隼人高） 

佐野萌子・矢澤真里

奈（日本大・朝日大） 

大谷萌・佐野葉子 

 （横浜隼人高） 

混合複 

代表４組 
１９ 

江崎佳祐・野中千尋 

(大正大学) 

蛯原大貴・金江夏美 

（國學院大・青山学院大） 

小森文俊・伊藤瑞花 

(國學院大・専修大) 

笹尾卓人・保科しおり 

（中央大・早稲田大） 

 

第３３回  神奈川県小学生卓球大会   ９／１４（土） 横須賀アリーナ 

種目 数 優勝 ２位 ３位 

男子 

ホープス 

A 4 鈴木歩(DAIKEN) 関山陸(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ)  

B33 吉川拓希  (嵐) 田原宏都(横浜太洋ｼﾞｭﾆｱ) 
松野慈英(嵐)  

大山清流(藤沢ｼﾞｭﾆｱ) 

男子カブ 
A 7 小松啓也(相模原ｼﾞｭﾆｱ) 小園江敏紀(LE COURS) 山本煌翔(嵐) 

B 7 渡部圭太(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 鈴木飛翔(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 鈴木友貴人(LE COURS) 

男子バンビ 9 近藤 壱弦(近藤ｸﾗﾌﾞ) 廣田元二朗(岸田ｸﾗﾌﾞ) 近藤凱誉(近藤ｸﾗﾌﾞ) 

女子 

ホープス 

A 6 小畑美月(LE COURS) 武山真子(相模原ｼﾞｭﾆｱ) 佐野永愛(嵐) 

B 8 松山萌花(LE COURS) 
片山こころ 

(東俣野卓球愛好会) 
中村月(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 

女子カブ 
A 4 武山華子(相模原ｼﾞｭﾆｱ) 秋葉凜(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ)  

B 4 勝田芽依 (LE COURS) 森口蒼生(岸田ｸﾗﾌﾞ)  

女子バンビ 3 岡野咲希(相模原ｼﾞｭﾆｱ)   
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第１７回(平成２５年度)  神奈川県ジュニアオープン卓球大会 

９／２３(祝) 男子Ａ 横浜市旭スポーツセンター 男子 B・Ｃ ひらつかアリーナ 女子 平沼記念体育館 

男子 優勝 準優勝 第３位 

Ａ 岡田 凌弘 三浦学苑 諏 訪 横浜立野 菊 地 桐蔭学園 永 川 関東六浦 

Ｂ１ 長島 周平 横浜商 植 鶴見 千 田 秦 野 和 田 ｱﾚｾｱ湘南 

Ｂ２ 髙橋 勲也 横浜商 水 元 川・有馬中 山 中 武相中 鈴 木 相 原 

Ｂ３ 伊藤  響 座間総 地 引 横浜商 森 大 船 重 田 関東六浦 

Ｂ４ 大賀 浩志 寒 川 加 藤 海老名 河 原 横浜商 豊 田 桐蔭中等 

Ｂ５ 小夏  翔 横浜立野 江里口 相 原 福 富 鎌倉学園 船 場 川・有馬中 

Ｂ６ 矢島 広大 海老名 繁 友 武 相 小 林 慶應義塾 田 中 横浜商 

Ｂ７ 原田  茂 海老名 伊藤克 座間総 澁 谷 大 船 上 田 関東六浦 

Ｃ１ 井上  航 橘 大 槻 三浦学苑 野 崎 上 溝 菊 池 横浜商 

Ｃ２ 笹淵  成 寒 川 堀 越 三浦学苑 中 村 弥 栄 三 浦 橘 

Ｃ３ 飯田 翔太 綾 瀬 渡 邉 鎌倉学園 谷 藤 寒 川 有 田 大 井 

Ｃ４ 伏下 直哉 相模原中等 榎 本 県相模原 近 藤 大 井 佐 藤 藤沢西 

Ｃ５ 加藤 流伊 伊志田 星 野 桜 丘 土 屋 桐蔭学園 蒲 生 県相模原 

Ｃ６ 三塚 雄登 上溝南 土 谷 伊志田 小 椋 関東六浦中 鈴 木  綾 瀬 

Ｃ７ 新井 陽向 三浦学苑 広 田 厚木北 高 橋  綾 瀬 守 山 相模原中等 

Ｃ８ 吉田 尚真 綾 瀬 大 沼 相模原中等 安 藤 相模原青陵 横 沢 伊志田 

Ｃ９ 野口 達見 相模田名 庄 子 城 山 金 田 鎌倉学園 髙 梨 厚木西 

Ｃ10 須口 遥介 桐蔭中等 進 士 横須賀学院 長 瀬 鶴 見 片 岡 相模原中等 

Ｃ11 今井 勇太 向の岡工 牧 野 茅ヶ崎西浜 大 川 元石川 中 根 愛 川 

Ｃ12 江原  卓 伊志田 安 江 横浜商 小 林 鶴 見 小 澤 鎌倉学園 

Ｃ13 依田 陸央 舞 岡 野 島 田 奈 宮 島 桐蔭学園 高 橋 住 吉 

Ｃ14 深澤 隆史 伊志田 鈴 木 愛 川 横 畑 横浜栄 庄 野 桐蔭学園 

Ｃ15 好川雄太郎 桐蔭学園 伊 藤 相模田名 堀 江 津久井 魚 住 座間総 

Ｃ16 原   一 藤沢翔陵 小 澤 横須賀総 福 永 桐蔭学園 駒 沢 厚木西 

Ｃ17 佐藤 竜也 藤沢翔陵 霧 生 城 山 井 上 座間総 山 口 秦野東中 

Ｃ18 福田  翼 城 山 佐 藤 元石川 田 口 平塚学園 相 原 伊志田 

女子 優勝 準優勝 第３位 

Ａ 野中 成美 福生Ｊｒ 加 藤 綾 瀬 岩 井 横浜商 村 上 横浜商 

Ｂ１ 鬼頭 実沙 横浜創英 下 田 柏 陽 藤 岡 鶴 嶺 竹 原 小田原 

Ｂ２ 浅輪 里莉 小田原 福 木 横浜創英 藤 岡 大 船 今 松 平塚農 

Ｃ１ 石川 里奈 小田原 石 井 平塚農 中 島 自修館 宮 坂 茅ヶ崎 

Ｃ２ 田丸 茉依 厚木北 押 切 伊志田 平 田 平塚江南 井 尻 横浜緑ヶ丘 

Ｃ３ 小森谷夢希 横浜創英 後 藤 綾 瀬 壽 慶 藤沢西 野 毛 秦 野 

 

 

 

 

 

http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-A.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-B1-3.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-B1-3.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-B1-3.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-B4-6.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-B4-6.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-B4-6.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-B7.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-C01-03.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-C01-03.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-C01-03.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-C04-06.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-C04-06.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-C04-06.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-C07-09.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-C07-09.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-C07-09.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-C10-12.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-C10-12.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-C10-12.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-C13-15.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-C13-15.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-C13-15.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-C16-18.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-C16-18.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/B-C16-18.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/G-AB.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/G-AB.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/G-AB.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/G-C.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/G-C.pdf
http://www.kanagawa-hs-tt.com/jr-open/2013/G-C.pdf
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平成２５年度 県ラージボール秋季大会  ９／２８（土） 相模原市立総合体育館中体育室 

種目 数 優勝 ２位  （2段目は３位） 

混合複 129 以下 4 組 渡辺・瀬戸（三ツ沢ｽﾀｰｽﾞ）  

混合複 130 以上 22 組 
北畠・柏木（遊 ing・相模原ﾗｰｼﾞ） 黒田・山崎（小田原ﾗｰｼﾞ） 

市川・永田（相模原ﾗｰｼﾞ・横浜ﾗｰｼﾞ） 相原・下舘（たなかｸﾗﾌ ・゙鎌倉ﾗｰｼﾞ） 

混合複 145 以上 11 組 林・三枝（麻生ﾗｰｼﾞ） 奥野・佐々木（横浜ﾗｰｼﾞ） 

混合複 初級 5 組 森研・森京（相模原ﾗｰｼﾞ）  

男子単 A-Ⅰ 6 名 小出辰也（ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ） 平賀攻（ヨコスカ） 

男子単 A-Ⅱ 6 名 渡辺洋文（三ツ沢ｽﾀｰｽﾞ） 北畠滋（遊ｉｎｇ） 

男子単 B-Ⅰ 5 名 林部進明（相模原ﾗｰｼﾞ） 中山弘二（横浜ﾗｰｼﾞ） 

男子単 B-Ⅱ 4 名 柳 輝男（三ツ沢ｽﾀｰｽﾞ）  

男子単 C 3 名 菅原正美（相模原ﾗｰｼﾞ）  

男子単 D 6 名 武山義直（相模原ﾗｰｼﾞ） 中村雅俊（小田原ﾗｰｼﾞ） 

女子単 A 3 名 早田民江（西湘ﾚﾃﾞｨｰｽ）  

女子単 B-Ⅰ 5 名 佐藤常子（相模原ﾗｰｼﾞ） 小山まち子（麻生ﾗｰｼﾞ） 

女子単 B-Ⅱ 5 名 井上茂子（平塚ﾗｰｼﾞ卓明） 福士キヌ（相模原ﾗｰｼﾞ） 

女子単 C 7 名 島靖子（三ツ沢ｽﾀｰｽﾞ） 種田昌子（三ツ沢ｽﾀｰｽﾞ） 

女子単 D-Ⅰ 4 名 森京子（相模原ﾗｰｼﾞ）  

女子単 D-Ⅱ 4 名 植村比奈子（湘南ｺｺ）  

 

 県シニアフェスタ・ラージボール大会 １１／３０（土） 県立体育センター 

種目 数 優勝 ２位 ３位 

男単 69 下 10 名 
出口純一 

（平塚ラージ卓明） 
田中昇（たなかクラブ） 

浜口壮一郎（富士クラブ） 

平出秀（藤沢ラージ） 

男単 77 下 14 名 本間敏夫（平塚スマッシュ） 太山喜代一（大和ラージ） 
唐澤武司（藤沢ラージ） 

斎藤貞雄（大和ラージ） 

男単 78 上 15 名 阿部安夫（個人） 平井建昭（横浜ラージ） 
赤羽昇（逗子ラージ） 

原田修（湘南ココ） 

男単 初級 2 名 織茂光雄（横浜ラージ）   

女単 69 下 10 名 平出純子（藤沢ラージ） 出口美代子（平塚ラージ卓明） 
佐々木美智子（横浜ラージ） 

松村康子（個人） 

女単 77 下 11 名 永田ミヨ子（横浜ラージ） 岸谷栄子（藤沢ラージ） 
熊澤愛子（藤沢ラージ） 

安田喜美子（富士クラブ） 

女単 78 上 4 名 大野広子（横浜ラージ）   

女単 初級 5 名 菊池美千子（三ツ沢教室） 相原とめ子（座間ラージ）  

混合複 

 136 以下 
9 組 

出口純・出口美 

（平塚ラージ卓明） 
平出秀・平出純（藤沢ラージ） 

比護・藤本（サンＴＣ・栄ラージ） 

井藤・山本（個人・大和ラージ） 

混合複 

 151 以下 
21 組 阿部・松村（個人・個人） 

市川・永田 

（相模原ラージ・横浜ラージ） 

本間・熊澤（平塚ｽﾏｯｼｭ・藤沢ラ

ージ）唐澤・岸谷（藤沢ラージ） 

混合複 

 152 以上 
12 組 水内・大野（横浜ラージ） 平井・山﨑（横浜ﾗｰｼﾞ） 

青山・山本（みずきラージ・藤沢ラ

ージ）平野・柴田（大和ラージ） 

混複 初級 2 組 杉山・菊池（三ツ沢教室）     
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平成２５年度  第６０回神奈川県中学生卓球大会 

 １２／７（土）県立体育センター １２／１４（土）座間市立市民体育館 １２／１５（日）平塚総合体育館 

種目 数 
上段優勝 ２位 ３位 ４位 

    下段ベスト８ 

男子 

団体戦 
７６ 

東高津中学校 綾瀬中学校 鶴間中学校 伊勢原中学校 

鴨宮中学校 睦合東中学校 万騎が原中学校 港南中学校 

女子 

団体戦 
４０ 

横浜隼人中学校 大沢中学校 西本郷中学校 鴨宮中学校 

伊勢原中学校 大磯中学校 秦野南中学校 中島中学校 

新人男子 

個人戦 
２００ 

遠藤 碧人① 

（川崎：井田） 

中橋 敬人① 

（相模原：麻溝台） 

永安 紀一② 

（川崎：東高津） 

天野 宏哉① 

（小田原：鴨宮） 

山本 東吾① 

（川崎：東高津） 

森田 晃司② 

（小田原：鴨宮） 

岡本 優一① 

（厚木：南毛利） 

鶴田  創② 

（横須賀：坂本） 

福澤 佑麻② 

（大和：上和田） 
      

新人女子 

個人戦 
２００ 

杉本  恵② 

（横浜：横浜隼人） 

松井 桃華② 

（横浜：横浜隼人） 

松井 彩音① 

（横浜：横浜隼人） 

笹尾明日香② 

（横浜：横浜隼人） 

谷内田優花② 

（相模原：大沢） 

武山 莉子① 

（相模原：大沢） 

小松 友香① 

（相模原：大沢） 

山本あいり② 

（秦野：南） 

遠藤 南葉① 

（横浜：横浜隼人） 

佐藤 七海② 

（伊勢原：伊勢原） 

小畑 美菜① 

（横浜：横浜隼人） 
  

１年男子 

個人戦 
１００ 

木田 蓮斗① 

（横浜：東山田） 

坪田 風人① 

（横浜：港南） 

今泉 幹樹① 

（横浜：南が丘） 

齋藤 薫平① 

（横浜：港南） 

西山 拓冬① 

（秦野：南） 

金子 椋太① 

（横浜：希望が丘） 

斉藤 直哉① 

（厚木：林） 

須田 和明① 

（横浜：岡津） 

１年女子 

個人戦 
１００ 

齊藤  結① 

（小田原：鴨宮） 

稲葉 文子① 

（横浜：丸山台） 

地引 七海① 

（平塚：浜岳） 

萩野 舞子① 

（小田原：鴨宮） 

梅田 奏音① 

（寒川：寒川東） 

勝村 桃菜① 

（横須賀：長沢） 

長瀬 夏海① 

（横浜：西本郷） 

齊木 七虹① 

（横浜：岡津） 

 

第１１回  全国ホープス選抜卓球大会県予選会 １２／１４（土） 秩父宮記念体育館 

種目 数 優勝 ２位 ３位 

男子 6年生以下 22 杉本和也(横浜太洋ｼﾞｭﾆｱ) 福澤昇悟(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 松井翔(横浜太洋ｼﾞｭﾆｱ) 

男子 5年生以下 8 遠藤幹太(TTC浦和) 河合優駿(マイダス) 岩井春樹(LE COURS) 

男子 4年生以下 8 伊藤礼博(千木良 T.P.C) 島村怜和(MD ｼﾞｭﾆｱ) 小園江敏紀(LE COURS) 

男子 3年生以下 12 松井駿介(横浜太洋ｼﾞｭﾆｱ) 山本煌翔(嵐) 東海林聖央(相模原ｼﾞｭﾆｱ) 

女子 6年生以下 13 冨田真子(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 菅澤杏花里(酒匂卓球ｷｯｽﾞ) 堀田優果(岸田ｸﾗﾌﾞ) 

女子 5年生以下 13 長崎美柚(岸田ｸﾗﾌﾞ) 小畑美月(LE COURS) 松井薫音(横浜太洋ｼﾞｭﾆｱ) 

女子 4年生以下 7 
菅澤柚花里 

(酒匂卓球ｷｯｽﾞ) 

新井和夏葉 

(丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ) 

八幡明日香 

(岸田ｸﾗﾌﾞ) 

女子 3年生以下 5 武山華子(相模原ｼﾞｭﾆｱ) 中村光(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 岡野結衣(相模原ｼﾞｭﾆｱ) 
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第６６回 東京卓球選手権大会神奈川県予選会（年代別） 

１２／７（土） 相模原市立北総合体育館 

男子30代 
 推薦 三田村宗明(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ)、三木尚(MD相模) 

49 代表３名 澁谷樹(Y卓会)、岩楯康寛(TEAM－ISOGO)、田住勝(西浜ｸﾗﾌﾞ) 

男子40代 
 推薦 西川幸伸(FAMILY)、水口和也(美しが丘ｸﾗﾌﾞ) 

53 代表３名 長谷川桂志(Y卓会)、西倉遊星(FAMILY)、松井正幸(太洋歯科) 

男子50代 
 推薦 

小野守(MD 相模)、橘川重雄(MD 相模)、坂本憲一(日産追浜)、江浜勲(日産追浜)、

清水栄治(高倉ｸﾗﾌﾞ)、高井正美(ﾖｰﾗｸﾗﾌﾞ)、大場宏明(日産追浜) 

45 代表３名 安嶋哉也(高倉ｸﾗﾌﾞ)、松島伸一(MD相模)、小倉国由紀(明卓会) 

男子60代 
 推薦 

中村孝太郎(ﾃﾆｼｬｽ・ﾅｶｰｽﾞ)、岩下哲治(ﾃﾆｼｬｽ・ﾅｶｰｽﾞ)、池田彰(大正同好会)、 

米沢哲郎(中原ｸﾗﾌﾞ)、佐藤隆志) (ﾃﾆｼｬｽ・ﾅｶｰｽﾞ) 

55 代表３名 槙原澄男(ﾃﾆｼｬｽ・ﾅｶｰｽﾞ)、蜂谷剛(大正同好会)、栗原修(FAMILY) 

男子 

70代 

 推薦 
和田紘一(VT神奈川)、鈴木和久(逗子ｸﾗﾌﾞ)、前川紘一(逗子ｸﾗﾌﾞ)、 

茂木信昭(大正同好会) 

16 代表１名 遠藤勝夫(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会) 

男子 

75代 

 推薦 横井良和(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会) 

12 代表１名 田村健二(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会) 

男子80代 
 推薦 永井昭爾(川﨑ﾗｰｼﾞ) 

4 代表２名 野中修一郎(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会)、八木一允(都筑ナイト) 

女子30代 
 推薦 長谷川綾子(湘南信金) 

7 代表３名 近藤暢子（FAMILY）、古郡優子(鎌倉卓球ｸﾗﾌﾞ)、藤岡陽子(横浜市役所) 

女子40代 
 推薦 

青池優美(MD相模)、松井佐知子(チャイム)、石井佳子(チャイム)、渋谷文代(alpha)、 

島村美恵(MD相模) 

13 代表３名 窪井直美(MD相模)、村田寿惠(FAMILY)、青木由起子(川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ)  

女子50代 
 推薦 坂本久美(COLOR)、石川充子(浜町卓研) 

41 代表３名 葛貫良枝(高倉ｸﾗﾌﾞ)、尾留川直美(全横会)、鈴木厚子(川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ)   

女子60代 
 推薦 日下部鈴子(チャイム)、吉垣美保(浜卓会) 

32 代表３名 井置節子(藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ)、渡辺美智子(茶の実)、抱芳子(平塚ﾚﾃﾞｨｰｽ)  

女子70代 8 代表１名 小玉悦子(ひさぎｸﾗﾌﾞ) 

女子 

75代 

 推薦 珠玖幸子(浜卓会)、黒沼茂子(浜卓会) 

7 代表１名 千代絢子(相模原ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

女子80代 

以上 

 推薦 土佐昭子(浜卓会)、山崎季久子(南友会)、横内美都子(カトレア) 

2 代表２名 伊藤芳枝(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会)、福原富子(個人) 
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第６６回 東京卓球選手権大会神奈川県予選会 

１２／２８（水） 相模原市立総合体育館 

男子単 

 推薦 和田 圭輔(信号器材)、河又 大和(東信電気) 

81 代表６名 
太嶋 佑人(信号器材)、山木 康平(東信電気)、野田 享平(信号器材)、 

永安 紀一(湘南工大附高)、三田村 凌(慶應義塾高)、松岡 新也(信号器材) 

女子単 

 推薦 永尾 尭子(横浜隼人高)、平澤 祥子(太洋歯科)、木戸 亜希穂（太洋歯科）  

11 代表４名 
中島 三桜(横浜隼人高)、松本 理沙(横浜隼人高)、吉田 球昌(東信電気)、 

岡 真美江(横浜隼人高) 

男子複 

 推薦 河又 大和・林 祐麻(東信電気)、和田 圭輔・小笠原 笑太(信号器材) 

42 代表３組 
太嶋 佑人・高木 勇輝（信号器材）、本橋 翔太・奥村 要祐（湘南工大附） 

松本 拓海・小澤 壮（湘南工大附） 

女子複 5 代表２組 松本 理沙・佐野 蒔子(横浜隼人高)、吉田 球昌・樽見 早由利(東信電気)  

男子Ｊ 233 代表３名 松本拓海(湘南工大附高)、加藤健太(湘南工大附高)、森屋翼(三浦学苑高) 

女子Ｊ 
 推薦 三浦萌香(横浜隼人高) 

52 代表３名 秋田佳菜子(横浜隼人高)、美濃口千夏(横浜隼人高)、松井遼(横浜隼人高) 

男子 

カデット 

推薦 杉本和也(横浜太洋ｼﾞｭﾆｱ) 

代表４名 
永安紀一(岸田ｸﾗﾌﾞ)、中橋敬人(新星ｸﾗﾌﾞ)、福澤佑麻（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ)、 

遠藤碧人(TTC浦和)  

女子 

カデット 

推薦 笹尾明日香(横浜隼人中)、長﨑美柚(岸田ｸﾗﾌﾞ)、小林光優(丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ) 

代表４名 
杉本惠 (横浜隼人中)、松井桃華(横浜隼人中)、松井彩音(横浜隼人中)、 

野方遥伽(丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ) 

※）男子カデット、女子カデットの代表選手は神奈川県カデット卓球選手権大会の上位者より選出 

 

第１５回 神奈川県卓球協会会長杯レディース卓球オープン大会   

１／１６（木） 大和スポーツセンター 

種目 数 優勝 ２位 ３位 

Ａ 21 四葉会Ａ(川） 茶の実１（浜） トトロ(浜） 全横会（浜） 

Ｂ－１ 
77 

一一会(浜） パンサーズ(厚） 篠原クラブ（浜） 中郡レディース

(中） Ｂ－２ 友クラブ(相） 港南クラブ(浜） 大庭クラブ(藤） ホーホー(相） 

Ｃ－１ 
74 

綱島クラブ(浜） 茶の実３(浜） ＲＵＮ（相） 三浦Ｂ(三） 

Ｃ－２ 桜ヶ丘(大） ふじ卓愛（相） 大野中(相） コスモス(厚） 
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平成２５年度  神奈川県カデット卓球選手権大会 

１２／２１（土）県立体育センター   １２／２２（日）横須賀アリーナ 

１／１１（土）県立体育センター   １／１３（月祝） 寒川町総合体育館 

種目 数 
上段優勝 ２位 ３位 

下段ベスト８ 

男子団体戦 173 
リトルキングス 岸田クラブ 港南中 たなかクラブ  

東高津中 千木良ＴＰＣ A 十日市場中 伊勢原中 

女子団体戦 87 
岸田クラブ  たなかクラブ リトルキングス 相模原ジュニア 

浜須賀中 嵐 伊勢原中 岡津中 

男子 

シングルス 
1248 

永安 紀一 

(岸田ｸﾗﾌﾞ) 

中橋 敬人 

(新星ｸﾗﾌﾞ) 

福澤 佑麻 

（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 

杉本 和也 

(横浜太洋 Jr) 

遠藤 碧人 

(TTC浦和) 

山本 東吾 

(横浜太洋 Jr) 

牛山 陽介 

（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 

磯山 三四朗 

(岸田ｸﾗﾌﾞ) 

女子 

シングルス 
576 

杉本 惠 

(横浜隼人中) 

長﨑 美柚 

(岸田ｸﾗﾌﾞ) 

松井 桃華 

(横浜隼人中) 

松井 彩音 

(横浜隼人中) 

野方 遥伽 

(丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ) 

武山 莉子 

(大沢中) 

冨田 真子 

（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 

小林 光優 

(丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ) 

 

 

 第８７回  県ラージボール卓球大会  １／３１（金） 座間市立市民体育館 

  優勝 ２位 ３位 

団体 198以下 9 ﾁｰﾑ 川崎ジム＆ＬＩＬＩ卓球スダジオ    

団体 199以上 27ﾁｰﾑ 沼津スターマイン ＭＯＡ’ 
小田原ラージ、 

ＫＴＣ 

団体 225以上 10ﾁｰﾑ 燦木会 三ツ沢スターズ   

団体初級 9 ﾁｰﾑ ラージ町田斉藤 金沢ラージ２   

男子単 64下 3 名 後藤幸希（ﾗｰｼﾞﾊﾏｰﾙ） 

男子単 65上 10 名 金指英男（沼津ｽﾀｰﾏｲﾝ） 神保博（ 大和ﾗｰｼﾞ公野）   

男子単 71上 12 名 石田公典（燦木会） 関口正二（三ツ沢ｽﾀｰｽﾞ）   

男子単 78上 5 名 磯村章（佐倉ﾗｰｼﾞ）     

女子単 64下 9 名 小山秀子（Ｌ・ﾛｰｻ） 

女子単 65上 16 名 池田キヨ子（三島ﾚﾃﾞｨｰｽ） 吉澤君枝（横浜ﾗｰｼﾞ） 
東野範子（卓美会）、 

木村としえ（沼津ｽﾀｰﾏｲﾝ） 

女子単 71上 19 名 岸谷栄子（藤沢ﾗｰｼﾞ） 中山照子（東京ﾍﾞﾃﾗﾝ） 
佐藤常子（相模原ﾗｰｼﾞ）、 

大塚美恵子（相模原ﾗｰｼﾞ） 

女子単 78上 5 名 珠玖幸子（三ツ沢ｽﾀｰｽﾞ）     

初級単 24 名 
河相清四郎（相模原ﾗｰ

ｼﾞ） 
宮道弘久（金沢ﾗｰｼﾞ） 

斉藤和子（ﾗｰｼﾞ町田）、 

井上房江（ﾗｰｼﾞ町田） 

 

 

 



H25 - 15 -  

 

平成２５年度 神奈川県卓球選手権大会 

２／２２（土），２３（日）横浜国際プールスポーツフロア 

  優勝 ２位 ３位 

男子団体 144 早稲田大 A（合） 専修大 A（合） 駒澤大 H（合） 明治大学Ａ 

女子団体 47 早稲田大 A 東京富士大 A（合） 専修大 A 横浜隼人高 A 

男子Ｓ 356 
大島 祐哉  

(早稲田大学） 

平野 友樹  

(明治大） 

東 勇渡  

（帝京高） 

王 凱  

（専修大） 

女子Ｓ 158 
刘莉莎 

(専修大) 

永尾 尭子 

（横浜隼人高校） 

鈴木 李茄 

(専修大) 

池上 玲子 

（東京富士大） 

男子Ｊ 602 
木村 駿太  

（湘南工大附高） 

伊藤 力斗  

（松商学園高） 

熊谷 拓哉  

（帝京安積高） 

東 文武  

(湘南工大附高） 

女子Ｊ 127 
笹尾 明日香 

（横浜隼人中） 

長﨑 美柚 

(岸田ｸﾗﾌﾞ) 

杉本 恵 

(横浜隼人中) 

三浦 萌香 

（横浜隼人中） 

 


