
平成１９年度神奈川県卓球協会事業報告書 
月日 事業名・会場 参 加 人 員 結  果（県代表・入賞者・参加者等） 

県オープンダブルス大会 

４／１（日） 

県立体育センター メイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 59回県ﾗｰｼﾞｵｰﾌﾟﾝ大会 

４／２１（日） 

  川崎市体育館 

（スポレク･ねんりん含む） 

 

 

 

 

 

 
県ラージボール講習会前期 

4/26(木)秩父宮記念体育館サブ 

 
第 26回全日本クラブ選手権 

         県予選会 

５／５（土） 

相模原市総合体育館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 34回関東レディース県予選 

5/6(日) 県立体育センター 

男子複 119下 14組

男子複 120上  5組

男子複 138上  5組

女子複 119下 29組

 
女子複 120上 16組

 
女子複 138上  2組

混合複 119下 36組

 
混合複 120上 16組

 
混合複 138上  7組

 
混合複 119下  7組

混合複 139下 15組

 
混合複 140上  3組

男子単 59下  3名

男子単 60代  6名

男子単 70代  5名

女子単 59下  4名

女子単 60代  8名

 
女子単 70代  2名

スポレク参加 14名

ねんりん参加 11名 

 
    男子  6名 

    女子 16名

 

 

 

 

 
男子 1部   4 ﾁｰﾑ

男子 2部   33 ﾁｰﾑ

 
男子 50代  13 ﾁｰﾑ

 
男子 60代   7 ﾁｰﾑ

男子世代交流 1 ﾁｰﾑ 

女子 1部   1 ﾁｰﾑ

女子 2部   7 ﾁｰﾑ

女子 50代   6 ﾁｰﾑ

女子 60代   7 ﾁｰﾑ

 
団体     16 ﾁｰﾑ

優勝 高橋･大田(HAZAWA)   2位 春日･中曽根(藤沢・個人) 

優勝 松本･臼井(藤沢・個人)  2位 関沼･長田(ﾃﾆｼｬｽﾅｶｰｽﾞ) 

優勝 添田･大阪(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会)  2位 工藤･宮田(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会) 

優勝 中條･和田(高倉ｸﾗﾌﾞ)   2位 大蔵･薩美(藤沢レディーズ)

3位 中田･中島(トトロ)    望月･北山(湘南ｸﾗﾌﾞ) 

優勝 松本･田篭(藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽﾞ)  2位斉藤･安西(藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽﾞ) 

3位 荻･窪田(湘南ｸﾗﾌﾞ)  山川･吉沢(メジロ) 

優勝 飯田･龍岡(藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽﾞ)  2位 五十嵐･西園(おりおん) 

優勝 高橋･大田(HAZAWA)   2位 春日･和田(高倉ｸﾗﾌﾞ) 

3位 中曽根･中條(高倉ｸﾗﾌﾞ) 広瀬･椎野(北條ｸﾗﾌﾞ) 

優勝 宇田川･平賀(Y卓･茶の実) 2位 臼井･臼井(藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

3位 井野･吉村(大正あすなろ)  出口･出口(平塚ｽﾏｯｼｭ) 

優勝 添田･福島(横浜ﾍﾞ･徳村ｸ)  2位 宇野･中尾(藤沢ﾗ･藤沢ﾚ) 

 
優勝 中山･永田(横浜ﾗ･相模ﾗ)  2位 山城･若松(湘南横須賀) 

優勝 有本･和久井(湘南ｸ三菜会) 2位 菊地･松川(富士通ｸ) 

3位 玉野･橋本(湘南横須賀)  市川･亀山(相模原ﾗ) 

優勝 平野･片股(横浜ﾗ･相模原)  2位 松下･吉田(座間ﾗｰｼﾞ) 

優勝 吉川(平塚卓栄会)     2位 足立(MD相模) 

優勝 古谷(横浜ﾗｰｼﾞ)      2位 伊藤(相模原ﾗｰｼﾞ) 

優勝 菊地(富士通ｸ)       2位 中山(横浜ﾗｰｼﾞ) 

優勝 渡辺(卓精会)       2位 若松(湘南横須賀) 

優勝 吉田(横浜ﾗｰｼﾞ)      2位 亀山(川崎ﾗｰｼﾞ) 

3位 古谷(横浜ﾗｰｼﾞ)  松川(川崎ﾗｰｼﾞ) 

優勝 能勢(湘南ｸﾗﾌﾞ)      2位 吉田(座間ﾗｰｼﾞ) 

男 40 川村 男 50 中山 男 60 羽鳥 女 40 柳川 50 永田 60 和久井

男 60 玉野 男 65 平賀 男 70 有本 女 60 森 60 大森 65蓑田 

ｽﾎﾟﾚｸ 補欠 北畠  ねんりん 補欠 市川 橋本 

講師⇒高倉僖八 川辺又寿 長井 渉 柳川良美 4名 

 
推薦⇒男子 1部 FAMILY  青嵐クラブ MD相模 

   横浜国大クラブ  リトルキングス 

男子 2部 遊神 男子 50代 FAMILY 男子 60代 VT神奈川 

女子 1部 MD相模 A  MD相模 B 

女子 2部 チャイム 女子 50代 藤沢レディース 

1 カヴァヌーラ   2 UWF     3 Y校卓球会 

1 日産自動車追浜  2 MTC      3 MD相模 A 

4 高倉クラブ    5 中原クラブ A  6 高倉クラブ 

1 平塚卓栄会    2 ヨーラくらぶ  3 青嵐クラブ 

4 高倉クラブ 

1 逗子クラブ    2横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 A   3 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 

1 青嵐クラブ 

1 御所見クラブ 

1 高倉クラブ    2 御所見クラブ  3 FAMILY 

1 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽつみき 2 高倉クラブ   3 FAMILY 

1 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽつみき 2 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会  3 しらとり 

 
代表 7チーム 

1浜卓会茶の実  2浜卓会しらとり  3藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽつみき  

4川崎ﾚﾃﾞｨｰｽあすなろ 5浜卓会金沢ﾁｪﾘｰ   

6浜卓会ばら  7浜卓会すみれ 



平成１９年度神奈川県卓球協会事業報告書 
月日 事業名･会場 参 加 人 員 結  果（県代表・入賞者・参加者等） 
第一三共ヘルスケア･ﾚﾃﾞｨｰｽ 

2007県予選  5/12（土） 

平塚総合体育館 

 

 

 
57回全日本実業団卓球 

    選手権県予選 

5/26(土)綾瀬市ｽﾎﾟｰﾂセンター 

 
全日本ﾎｰﾌﾟｽ･ｶﾌﾞ･ﾊﾞﾝﾋﾞ 

        県予選会 

５／２６(土) 

平塚市総合体育館 第２ 

 

 

 
第６０回県ラージボール大会 

 ６／２(土) ヨーラ協賛 

西湘地区体育センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ｈ１９ 第２０回神奈川県 

中学生学年別卓球大会 

６／２ (土) 

相模原北総合体育館 

総合計⇒約 4562名(87含む) 

団体     10 ﾁｰﾑ

 
ダブルス   32組

 

 

 

 
男子団体   8 ﾁｰﾑ 

女子団体   1 ﾁｰﾑ 

 
男子ホープス 20名

男子カブ    7名 

男子バンビ   9名 

女子ホープス 26名

女子カブ   10名

女子バンビ   9名 

 
混合W119下  7組

混合W130下  6組

混合W140下 10組

 
混合W141上  5組

初級混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 9組 

 
男子単 59下  5名

男子単 65下  6名

男子単 70下  6名

男子単 71上  10名

女子単 59下  8名

女子単 65下  12名

女子単 70下  4名

女子単 71上  5名

初級単    24名

 
3年男子    64名

 
2年男子    64名

 
1年男子    64名

 
3年女子    64名

 
2年女子    64名

 
1年女子    64名

 
Ⅱ部男子   42名

 
Ⅱ部女子   45名

 ①浜卓会  ②浜卓会トトロ  ③川崎レディース 

推薦 坂本・小口（ＣＯＬＯＲ） 

A90下 吉垣・熊谷(浜卓会) 光藤･渡辺(浜卓会) 川合･大島(横浜ｸ) 

B119下 鈴木･三輪(上溝卓)  梶原･粂川(雲雀)  小林･平崎(ｽﾏｲﾙ) 

C120上 田山･平賀(浜卓会)  石井･麻生(秦野ｸ)  久保･後藤(川崎ﾚ) 

 
推薦⇒男子：日産自動車 東信電気 信号器材 女子：東信電気 

1東電 2湘南信金 3富士フィルム 4東芝 5NEC 6日本精工 

1湘南信用金庫 

 
1 橘川(岸田クラブ)   2 永安(新星クラブ)  3植松(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 

1 春日(横須賀卓球ｽｸｰﾙ) 2 磯山(KMSC) 

1 蛭田(リトルキングス) 2 山口(日産Ｊｒ) 

1 中島(日産Ｊｒ)    2 宋(日産Ｊｒ) 

1 柏木(横須賀リトル)  2 斉藤(岸田クラブ) 

1 笹尾(日産Ｊｒ)    2 厚地(日産Ｊｒ) 

 
優勝 大矢･岡本(新田原)   2位 西川･小澤(横浜ラージ) 

優勝 富樫･花村(国産電機)  2位 市川･柏木(相模原ラ) 

優勝 有本･和久井(湘南三菜) 2位 下沢･永田(横浜ラージ) 

 3位 奥野･佐々木(横浜ラージ)  平井･矢部(燦燦･双葉) 

優勝 小泉･前田(ひまわり･大和) 2位 平井･橋本(横浜ラージ) 

優勝 青山･笠原(横浜ラージ) 2位 大志田･峰岸(富士ｸ･深谷) 

 3位 菊地･成田(ドリーム深谷) 

優勝 吉川(平塚卓栄会)   2位 足立(MD相模) 

優勝 富樫(国産電機)    2位 市川(静岡ﾗ) 

優勝 平井(燦燦ｸ)      2位 下沢(横浜ｸ) 

優勝 小川(ﾖｰﾗﾒｲ) 2位 平井(横浜ｸ) 3位 小野(湘南横須賀) 

優勝 柳川(横浜ｸ) 2位 道上(平塚ﾚ) 3位 若松(湘南須) 安部(ふれんず)

優勝 柏木(武蔵野) 2位 和久井(三菜) 3位 中林(ひまわり) 川俣(湘南須) 

優勝 矢部(双葉ｸ) 2位 佐々木(横浜ﾗ) 

優勝 橋本(横浜ﾗ) 2位 前田(大和ﾗ) 

優勝 青山(横浜ﾗ) 2位 大志田(富士ｸ) 3位 菊地(深谷ﾄﾞﾘ) 小沢(横浜ﾗ)

 
優勝 中田(岡津)  2位 鈴木(内出) 3位 横尾(秦野南) 中村(岡津) 

 5位 平木(南足柄) 磯野(西本郷) 杉山(国府) 小野(富岡東) 

優勝 牧野(千木良ｸ) 2位 根本(潮田) 3位 沼崎(浦賀) 赤谷(鶴間) 

 5位 西岡(相陽) 小泉(江陽) 片桐(大野台) 長谷川(中央) 

優勝 浅原(ﾘﾄﾙ)   2位 橘(西本郷) 3位 渡邊(西本郷) 山下(住吉) 

 5位 北原(東高津) 中村(横須賀ﾘﾄﾙ) 藤久(衣笠) 鈴木(鴨宮) 

優勝 飯嶋(北陽)  2位 小野(酒匂) 3位 根本(浜須賀) 山口(北陽) 

 5位 北原(茅ヶ崎第一) 今井(山王) 小澤(山北) 水岡(釜利谷) 

優勝 菊地(北陽)  2位 杉山(国府) 3位 五嶋(いずみ野) 石井(国府)

 5位 鈴木(金沢) 安彦(国府) 寺山(北陽) 若林(六角橋) 

優勝 飯森(高津)  2位 石坂(ﾘﾄﾙ) 3位 尾登(南林間) 柏木(衣笠) 

 5位 小口(内出) 酒井(釜利谷) 小室(成瀬) 斉藤(岩崎) 

優勝 笹尾(日産 Jr) 2位 平野(日産 Jr) 3位 井上(日産 Jr) 町田(ﾘﾄﾙ)

 5位 阿部(ﾘﾄﾙ) 町(綾北) 山本(ﾘﾄﾙ) 小方(相陽) 

優勝 小道野(横浜隼人) 2位 佐野(横浜隼人) 3位 矢澤･中河(横浜隼人)

 5位 橘川(綾北) 柏木(衣笠) 菊地(綾北) 藤井(西本郷) 



平成１９年度神奈川県卓球協会事業報告書 
月日 事業名・会場 参 加 人 員 結  果（県代表・入賞者・参加者等） 
第 25回全日本ﾎｰﾌﾟｽ県予選 

６／２３（土） 

県立体育センター 第 2 

 
第 61回国民体育大会 

  卓球競技県予選会 

5/13日産自動車･三浦高校体育館 

6/24日産自動車体育館･2次予選 

 
第 41回全日本社会人・ 

全日本マスターズ予選会 

 
７／１（日） 

 
 川崎市体育館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 61回ラージボール大会 

７／１（土） タマス協賛 

県立体育センター 

 

男子 4 ﾁｰﾑ  女子 6 ﾁｰﾑ 

東日本 男子⇒ ﾁｰﾑ 

 “  女子⇒ ﾁｰﾑ 

 
少年男子   350名 

少年女子    42名 

成年男子    8名 

成年女子    8名 

 
社会人  推薦⇒ 

マスターズ推薦⇒ 

 

 

 

 
男子単     59名 

 
女子単     15名 

 
男子複     55組 

 
女子複     11組 

 
男子 30代   65名 

男子 40代   42名 

男子 50代   55名 

男子 60代   24名 

男子 65代   27名 

男子 70.75予選出場 37名 

 

 

 

 

 
女子 30代   12名 

女子 40代   15名 

女子 50代   27名 

女子 60代   12名 

女子 65代   12名 

女子 70.75予選出場 21名 

 

 

 

 
男子W１２５  1組 

男子W１２６  7組 

男子W１４０  12組 

 
女子W１２５  9組 

 
女子W１２６   16組

代表男子 岸田クラブ  代表女子  日産ジュニアクラブ 

1  横須賀リトル 

1  岸田クラブ  2  横須賀リトル  3  ＫＭＳＣ 

 
代表 三原･高志･竹谷(日産自動車)    補欠 森田(日産自動車) 

代表 岸田(日本生命) 小野(淑徳大学) 井上(大正大学) 補欠 森藤(専修大学) 

代表 飯野･大橋･中本(湘南工大付属)  補欠 笹尾(笹下中学) 

代表 中島･藤田･金江(横浜隼人高)  補欠 橋本(横浜隼人中) 

 
男子単 吉田･三原･竹谷(日産 3名) 

男子複 吉田･金(日産)金氏･大谷(信号器材)女子複森本･湯原(健勝苑･東京富士)

男子 30⇒中橋(MD相模) 男子 40⇒坂本･江浜(日産) 男子 50⇒川内(FAM 

男子 60⇒津馬･すずき(逗子ｸ) 神山(高倉ｸ) 宇田川(Y卓会) 

男子 70⇒横井(横浜ﾍﾞ) 女子 30⇒西川(FAMI) 女子 50⇒日下部(チャイム) 

男子 80⇒関口(横浜卓友)  女子 85⇒山路(藤沢レディース) 

熊田･三田村･森田(日産) 阿部･川俣･田野辺(東進電気) 

大谷･伊藤(信号機材) 

牧野･秦(MD相模) 森本(健勝苑) 牧田･内海･長谷川(湘南信金) 

湯原(東京富士) 小野(東進電気) 

三原･竹谷(日産) 熊田･森田(日産自動車) 

高橋･安部(東信電気)  太嶋･伊東(信号機材) 

小野･菅原(東信電気) 森藤･森田(東信電気) 国井･柴田(MD相模) 

秦･牧野(MD相模) 

西川(FAMII) 水口(高倉ｸ) 菅(青嵐ｸ) 斉藤(MD相模) 

秋田･橘川(MD相模) 堀(FAMILY) 清水(高倉ｸ) 

高井(平塚卓栄) 武井(明卓会) 佐藤(藤ｸ) 高橋(よーらｸ) 

大多和･西岡(逗子ｸ) 池田(VT神奈川) 照井(横浜ベテラン) 

和田(VT神奈川) 茂木･酒向(大正同好会) 

70⇒添田･宮田･清宮･野中･小澤(横浜ﾍﾞ) 菊地(VT神奈川) 

長井･松下(座間卓球ｸ) 岩野･富士本(三ツ沢) 赤羽(湘南ｸ) 島田(白山同好)岡本 

(相模ｸ) 本岡(Y卓会) 小泉(富士泉) 田邉(ﾃﾆｼｬｽ) 杉山(藤沢個人) 坂口(教職員)

小沢(ｺｽﾓｽ) 佐藤(相模原ﾍﾞ) 桑本(ひまわり) 坂口(川崎個人) 荻原(ﾎﾟﾝ友) 島田

(浦郷) 安彦(明卓) 75⇒由井(横浜ﾍﾞ) 吉田･梅澤(相模原ﾍﾞ) 高倉(富士ｸﾗﾌﾞ) 

山田(川崎ﾗ) 上原(FF ｸ) 吉田(東山ﾁｰﾑ)  80⇒及川(Y校卓球会) 

太田･石井･松井(チャイム)  中野(川崎レディース) 

鶴田(湘南ｸ) 葛貫(高倉) 小口(COLOR) 川合(松草ｸ) 

松沢(FAMILY) 井置(藤沢ﾚﾃﾞｨ) 坂本(COLOR) 池上(川崎ﾚﾃﾞｨ) 

直井(相 個人) 佐藤(藤沢ﾚﾃﾞｨ) 亀山(川崎ﾚﾃﾞｨ) 瀬戸(川崎ﾚﾃﾞｨ) 

酒井･中曽根(浜卓会) 斉田(鎌倉ｸ) 山口(座間卓球ｸﾗﾌﾞ) 

70⇒珠玖(三ツ沢) 黒沼･千本木(浜卓会) 矢野(川崎ﾗ) 三橋(ﾃﾆｼｬｽ) 

松本･阿部(相模台卓) 三宅(衣笠卓球) 平田(ﾏﾘﾝ茅ヶ崎) 赤羽･能勢(湘南ｸ) 大森

(平塚 KTC) 75⇒土佐(浜卓会) 伊藤(横浜ﾍﾞﾃ) 山崎(南友会) 福原(横浜個人)

横内(ｶﾄﾚｱ) 岡野(川崎ﾚﾃﾞｨ) 飯田(藤沢ﾚ) 80⇒河村(藤沢ﾚ) 

 
優勝 本間･根岸(平塚湘南) 

優勝 内山･中田(湘卓 藤沢)  2位 小林･加藤(麻生ﾗｰｼﾞ) 

優勝 平井･水内(横浜ラージ)  2位 奥野･平野(横浜ラージ) 

  3位 山田･二片(横浜ラージ) 赤羽･小野(湘南ｸ 湘南横須賀) 

優勝 柏木･亀山(相模原 川崎)  2位 永田･柳川(横浜ラージ) 

  3位 山崎･和久井(三菜会)  赤尾･速水(藤沢ﾗｰｼﾞ) 

優勝 井沢･松川(川崎ﾗｰｼﾞ)   2位 福祉･中村(相模原ﾗｰｼﾞ) 

  3位 松本･木村(沼津ｸﾗﾌﾞ)  矢部･佐々木(双葉ｸ 横浜ﾗ) 



平成１９年度神奈川県卓球協会事業報告書 
月日 事業名・会場 参 加 人 員 結  果（代表・入賞者・参加者等） 
第 61回ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H19神奈川県小学生交流 

   オープン大会 

 
７/24-25平塚総合体育館 

  (水) 

 

 

 

 
H19全日本卓球カデット 

      県予選会 

8/24 平塚アリーナ 

8/25 平塚総合体育館 

8/26 横須賀北体育館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H19第 9回会長杯ラージ 

     オープン大会 

 
9/1(土)大和市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 58回県民総合体育大会 

  卓球競技の部 

9/16(日) 県立体育ｾﾝﾀｰ 

女子W１４０  7組 

初級W    16組 

 
男子単 63下  3名 

男子単 64上  22名 

男子単 73上  12名 

女子単 63下  20名 

女子単 64上  30名 

女子単 73上  7名 

初級単    31名 

 
男子団体   11 ﾁｰﾑ 

女子団体   12 ﾁｰﾑ 

男子ﾎｰﾌﾟｽ   30名 

男子ｶﾌﾞ    10名 

男子ﾊﾞﾝﾋﾞ   10名 

女子ﾎｰﾌﾟｽ   42名 

女子ｶﾌﾞ    13名 

女子ﾊﾞﾝﾋﾞ   14名 

 

 

 
中学 1年男子 653名 

 
中学 2年男子 578名 

 
中学 1年女子 174名 

 
中学 2年女子 178名 

 
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ  162組 

 
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ  44組 

 

 
混合団体 125下 18 ﾁｰﾑ 

混合団体 126上 48 ﾁｰﾑ 

混合団体 140上 28 ﾁｰﾑ 

初級団体   13 ﾁｰﾑ 

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 128下 10組 

男子 〟 129上 19組 

男子 〟 142上 13組 

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 128下 20組 

女子 〟 129上 18組 

女子 〟 142上 10組 

初級ﾀﾞﾌﾞﾙｽ   16組 

 
       27 ﾁｰﾑ 

優勝 桑原･嶋津(湘南横須賀)  2位 松本･清水(横浜ラージ) 

優勝 松尾･松尾(湘南横須賀)  2位 大志田･清水(富士ｸ ﾄﾞﾘｰﾑ深谷) 

   3位 石上･林(湘南ｸﾗﾌﾞ)  伊奈･小田島(若草ｸﾗﾌﾞ) 

優勝 加藤(麻生ﾗｰｼﾞ) 

優勝 小泉(ひまわり) 2位 奥野(横浜ラージ) 3位 平井(横浜ﾗ) 市川(相模原) 

優勝 赤羽(湘南ｸﾗﾌﾞ) 2位 石井(湘南横須賀) 3位 宇野(横浜ﾗ) 田中(東京ﾍﾞ) 

優勝 柏木(相模原ﾗｰｼﾞ)2位 柳川(横浜ﾗｰｼﾞ) 3位 和久井(三菜会) 亀山(川崎ﾚ) 

優勝 永田(横浜ﾗｰｼﾞ) 2位 松川(川崎ﾗｰｼﾞ) 3位赤坂(燦燦会) 山田(徳倉ｸ) 

優勝 前田(大和ﾗｰｼﾞ) 2位 山崎(横浜ラージ) 

優勝 大志田(富士ｸ)  2位 青山(富士ｸﾗﾌﾞ) 3位 石上(湘南ｸ) 小岩井(金沢ﾗ) 

 
優勝 TTC平屋(埼) 2位 KTC ｸﾗﾌﾞ(埼) 3位 新星ｸﾗﾌﾞ(神) 岸田ｸﾗﾌﾞ(神) 

優勝 日産 JR(神)  2位 岸田ｸﾗﾌﾞ(神) 3位 KMSC(神) KTG ｸﾗﾌﾞ(埼) 

優勝 坪井(TTC平屋) 2位 南波(TTC平屋)3位 厚地(日産 Jr) 磯部(KTG ｸﾗﾌﾞ) 

優勝 宮元(新星ｸﾗﾌﾞ) 2位 岡崎(KTG ｸﾗﾌﾞ) 3位 山崎(日産 Jr) 大山(ﾘﾄﾙｷ) 

優勝 蛭田(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 2位 橋本(鹿沼 TTC) 3位 山口(日産 Jr) 永安(新星ｸﾗﾌﾞ) 

優勝 宋(日産 Jr)   2位 中島(日産 Jr) 3位 瀬山(ぬまたくｸ) 美濃口(ﾘﾄﾙｷ) 

優勝 柏木(横須賀ﾘﾄﾙ) 2位 斉藤(岸田ｸﾗﾌﾞ) 3位 松井(MD相模) 内海(ﾘﾄﾙｷ) 

優勝 笹尾(日産 Jr)  2位厚地(日産 Jr) 3位 松本(たなかｸ) 鈴木(卓精会) 

 
推薦 男子単 町飛鳥(岸田ｸ)  女子複 佐野・小道野(横浜隼人) 

 
優勝 阿部(ﾘﾄﾙｷ)  2位 及川(綾瀬)   3位 手小(綾北) 

4位 厚地(日産 Jr) 5位 橘川(岸田ｸ) 永安(新星ｸ) 望月(嵐) 中村(横須賀ﾘ) 

優勝 町田(ﾘﾄﾙｷ)  2位 山本(ﾘﾄﾙｷ)   3位 平野(日産 Jr) 

4位 蛯原(千木良 T)  5位 山田(衣笠)  芝(茅ヶ崎第一) 

優勝 宋(日産 Jr)   2位 及川(綾瀬)  3位 斉藤(岸田ｸ) 

4位 中島(日産 Jr) ５位 美濃口(ﾘﾄﾙｷ) 秋田(岸田ｸ) 太田(日産 Jr) 

優勝 小道野(横浜隼人) ２位 中河(横浜隼人) ３位 矢澤(横浜隼人) 

４位 阿部(ﾘﾄﾙｷ) ５位 青木(綾北) 鈴木(日産 Jr) 龍村(西本郷) 

優勝 山本･阿部(ﾘﾄﾙｷ) ２位 平野･町田(日産 Jr) ３位 川島･永安(新星ｸ) 

４位 手小･橘川(綾北･岸田ｸ) ５位 大輪･坂部(ﾘﾄﾙｷ) 

優勝 宋･中島(日産 Jr) ２位 小道野･中河(横浜隼人) ３位 阿部･須藤 

(ﾘﾄﾙｷ) ４位 秋田･長尾(岸田ｸ) ５位 青木･斉藤(綾北･岸田ｸ) 山口･岡(日産 Jr) 

 
優勝 五輪会 A ２位 ヨーラさがみ ３位 JFE･横浜ﾗ 遊 ing 

優勝 白龍静岡ｸ ２位 麻生日野ｸ ３位 HAZAWA横浜ﾗ 三ツ沢ｽﾀｰｽﾞ D 

優勝 横浜ﾗｰｼﾞ B ２位 横浜ﾗｰｼﾞ A ３位 湘南ｸﾗﾌﾞ 横浜ﾗｰｼﾞ D 

優勝 平塚湘南 A ２位 ﾄﾞﾘｰﾑ深谷 B ３位 東戸塚 L ﾄﾞﾘｰﾑ深谷 A 

優勝 北畠･西河(遊びｎ)２位森口･村山(五輪)３位小宮･水口(横浜ﾗ)市川･桜井(白龍 

優勝 海津･宮永(麻生ﾗ)２位有本･玉野(湘南ｸ)３位平井･下沢(横浜ﾗ)奥野･山名(横浜ﾗ) 

優勝 岩野･関口(三ツ沢ｽ)２位小泉･松本(南足柄)３位由井･山田(横浜ﾗ)持田･宮田(麻生ﾗ) 

優勝 桜沢･渡辺(ｵﾚﾝｼﾞ)２位永田･柳川(横浜ﾗ)３位宮沢･浦部(五輪会)浜田･道上(横浜ﾗ)

優勝 小林･吉田(三ツ沢ｽ)２位菊地･松田(日野ｸ)３位山崎･前田(大和ﾗ)島･小西(三ツ沢)

優勝 黒沼･大野(横浜ﾗ)２位珠玖･吉田(三ツ沢)３位福岡･橋本(横浜ﾗ)伊藤･山崎(横浜ﾗ)

優勝 菊地･峰岸(ﾄﾞﾘｰﾑ)２位佐藤･佐藤(座間ﾗ)３位清水･村井(ﾄﾞﾘｰﾑ)福本･曽我部(金曜)

 
優勝 A  小田原市       ２位  厚木市 

優勝 B  藤沢市        ２位  横浜市 
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H19近隣中学生招待大会 

9月 8日(土) 座間市立市民 

体育館 

H19全日本卓球選手権 

      県予選会 

9/15(土)平塚総合体育館 

9/17(月)平塚総合体育館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H19県ラージオープン 

 団体・ダブルス大会 

     ヨーラ協賛 

 
１０月６日（土） 

秋葉台文化体育館 

 

 

 

 

 

 

 
第 62回県ラージボール 

  卓球オープン大会 

１０月３０日（火） 

  ＴＳＰ協賛 

ひらつかアリーナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2007シニアフェスタ 

     卓球大会 

11/17(土) 

  県立体育センター 

男子(県内 30)  40 ﾁｰﾑ 

女子(県内 12)  21 ﾁｰﾑ 

 
 推薦 男子シングルス 

 “  男子ダブルス 

 “  女子シングルス 

 “  女子ダブルス 

 “  女子ジュニア 

男子シングルス   名 

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ     組 

男子ｼﾞｭﾆｱ      名 

 
女子シングルス   名 

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ     組 

女子ｼﾞｭﾆｱ      名 

混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ     組 

全日本関東ﾌﾞﾛｯｸ 男子 

  “      女子 

 
混合団体 128以下 20 ﾁｰﾑ 

混合団体 140以下 20 ﾁｰﾑ 

混合団体 141以上 9 ﾁｰﾑ 

初級団体      10 ﾁｰﾑ 

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽA   13組 

男子 “  B   8組 

男子 “  C   9組 

男子 “  D   4組 

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ A   5組 

女子 “  B   10組 

女子 “  C   4組 

女子 “  D   7組 

 
混合団体 128下  9 ﾁｰﾑ 

混合団体 129上 17 ﾁｰﾑ 

混合団体 142上  9 ﾁｰﾑ 

初級団体     8 ﾁｰﾑ 

 
男子単 64下  5名 

 “  65上  8名 

 “  70上  7名 

 “  75上  4名 

女子単 64下  8名 

 “  65上  9名 

 “  70上  8名 

 “  75上  1名 

初級単     11名 

 
男子単 64下  10名 

 “  69上  17名 

 “  70上  28名 

女子単 64下  21名 

優勝 市川第 6(千) 2位 薄根(群) ３位 鶴間(神) 相陽(神) 

優勝 横浜隼人(神) 2位 宮上(東) ３位 国府(神) 北陽(神) 

 
吉田・三原・竹谷・三田村(日産自動車) 太嶋(信号機材) 田野辺(東信電気) 

吉田・三田村組 三原・竹谷組(日産自動車) 大橋・仲本(湘南工大付属) 

森本(日産ジュニアクラブ) 

森本・湯原(日産 jr・東京富士大) 中島・藤田(横浜隼人高校) 

中島・藤田(横浜隼人高校) 小道野(横浜隼人中学) 

熊田・森田(日産自) 阿部・高橋(東信電気) 金氏・伊藤(信号機材) 吉田(中大) 

熊田・森田(日産自) 河又・田野辺(東信電気) 金氏・大谷(信号機材) 

山本・飯野・中井(湘南工大付属) 笹尾・平野(日産 jr) 阿部(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 

千原(横浜商業高) 町(綾北中学) 

中島･藤田･橋本･金江(横浜隼人) 井上(大正大) 高森(青学) 長谷川(湘南信金) 

森藤･森田(東信電気) 長谷川･内海(湘南信金) 牧野･秦(MD相模) 

保科･佐野･才津･金江･円道･橋本(横浜隼人) 宋(日産 jr) 伊藤(相原高) 

熊田･湯原(日産･東京富士大) 森田･森本(日産･日産 jr) 柴田･高森(国学院･青学) 

①河又(東信電気) ②菅(青嵐ク) ③西川(FAMILY) 川村(信号機材) 

①秦(MD相模) ②才津(横浜隼人高校) ③牧田(湘南信金) ④仲川(青山学院大) 

 
優勝 五輪会   2位 横浜ﾗｰｼﾞ A 3位 麻生ﾗｰｼﾞ A 相模原･湘南 

優勝 横浜ﾗｰｼﾞ A 2位 市原ﾗｰｼﾞ 3位 藤沢ﾗｰｼﾞ 南足柄･富士泉 

優勝 横浜ﾗｰｼﾞ A 2位 横浜ﾗｰｼﾞ B 3位 横浜ﾗｰｼﾞ C 

優勝 平塚ﾄﾞﾘｰﾑ深谷 2位 ﾄﾞﾘｰﾑ深谷 B 3位 ﾄﾞﾘｰﾑ深谷 A 

優勝 西河･小泉(南足柄) 2位 柿川･萩原(市原ﾗ) 3位 森口･宮沢(五輪会) 

優勝 玉野･丸上(湘南須) 2位 比護･中野(横浜栄ﾗ) 3位 本間･根岸(平塚ﾗ) 

優勝 森･大友(藤沢ﾗ)   2位 田中･川口(湘南ｸ) 3位 宇野･高山(湘南須) 

優勝 菊地･大志田(深谷富士) 2位 伊奈･小田島(若草ｸﾗﾌﾞ) 

優勝 永田･柳川(横浜ﾗ)    2位 笹村･山本(藤沢ﾗｰｼﾞ) 

優勝 名越･無津呂(麻生ﾗ) 2位 西沢･斉藤(市原ﾗ) 3位 古谷･橋本(平塚ﾗ) 

優勝 志波･藤本(ﾄﾞﾘｰﾑ)  2位 豊島･松本(湘南須) 3位 境･鈴木(湘南須) 

優勝 峰岸･清水(ﾄﾞﾘｰﾑ) 2位 村井･清水(ﾄﾞﾘｰﾑ) 3位 安藤･片倉(あすなろ) 

 
優勝 新田原  2位 相模原ラージ  3位 湘南卓明Ａ 

優勝 新潟・横浜ラージ  2位 湘南卓明Ｆ  3位 湘南卓明Ｄ 麻生ラージ

優勝 ひまわり大和  2位 湘南横須賀  3位 横浜ラージ 横浜湘南ク 

優勝 金沢ラージ  2位 若卓ク・あすなろ   

 
優勝 大矢(新田原)  2位 成田(開成ク)  3位 渡辺(Ｐリーグ) 

優勝 山名(新潟ク)  2位 本間(平塚ス) 

優勝 小泉(南足柄)  2位 平井(横浜ラ) 

優勝 石井(湘南須)  2位 由井(横浜ラ)  3位 田中(東京ベ) 

優勝 柏木(相模原ラ) 2位 浦部(相模原ラ) 

優勝 石塚(金沢ラ)  2位 蓑田(湘南須)  3位 大倉(平塚レ) 

優勝 大野(横浜ラ)  2位 赤羽(湘南ク)  3位 石井(健康卓球) 

優勝 伊藤(横浜ラ)   

優勝 小岩井(金沢ラ) 2位 峯岸(ﾄﾞﾘｰﾑ深谷) 3位 橘田(湘南プ) 伊奈(若草ク)

 
優勝 羽鳥(横浜ラ)  2位 田中(田中ク)  3位 平賀(湘南須) 上薗(平塚ラ)

優勝 奥野(横浜ラ)  2位 本間(平塚ラ)  3位 平井(金沢ラ) 小泉(湘南須)

優勝 小泉(ひまわり) 2位 松本(湘南ク)  3位 井上(藤沢ラ) 平井(横浜ラ)

優勝 永田(横浜ラ)  2位 河淵(湘南須)  3位 池上(横浜栄) 千葉(湘南ク)



平成１９年度神奈川県卓球協会事業報告書 
月日 事業名・会場 参 加 人 員 結  果（県代表・入賞者・参加者等） 

2007シニアフェスタ 

      卓球大会 

 

 

 

 

 

 

 
第 23回県ﾍﾞﾃﾗﾝ卓球大会 

   兼東京選手権大会 

１２／１（土） 

     川崎体育館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 27回県小学生大会 

 
12/8 県立体育センター 

 （土） 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
第 54回県中学生大会 

 
12/1(土)座間市立体育館 

12/8(土)横須賀アリーナ 

12/15(土)座間市立体育館 

 

女子単  69上   16名

 “   70上   21名

初級単       38名

 
混合Ｗ 128下    7組

 “  129上   26組

 “  142上   13組

初級Ｗ       17組

 
       推薦⇒  

 

 

 

 
男子サーティ    45名

“ フォーティ   37名

“ フィフティ   47名

“ シックスティ  26名

“ ハイシックスティ14名

“ ローセブンティ 16名

“ ハイセブンティ  4名

男子エイティ     1名

女子サーティ     9名

“ フォーティ   19名

“ フィフティ   35名

“ シックスティ  21名

“ ハイシックスティ 6名

“ ローセブンティ 11名

“ ハイセブンティ  4名

“ エイティ     2名

 
男子バンビ A    3 名

“ バンビ B    7 名

“ カブ A     8 名

“ カブ B    10  名

“ ホープス A  19 名

“ ホープス B   11 名

女子バンビ A    4 名

“ バンビ B    5 名

“ カブ A     8 名

“ カブ B    11  名

“ ホープス A  19 名

“ ホープス B  13  名

 
団体男子    80チーム

 
団体女子    40チーム

 
男子 1年      103名

優勝 青木(相模原ラ) 2位 国友(金沢ラ) 3位 高梨(平塚ラ) 菊地(横浜栄)

優勝 赤羽(湘南ク)  2位 金子(横浜ラ) 3位 岡野(川崎レ) 矢野(川崎ラ)

優勝 斉藤(若卓ク) 2位 大志田(富士ク) 3位 峯岸(ド深谷) 清水(ド深谷)

 
優勝 市川･平野(相模原ラ) 2位 平賀･河淵(湘南須) 

優勝 有本･岡野(湘南ク) 2位 永田･和久井(横浜ラ) 3位 小泉･吉田(富士泉) 川村･下館(鎌倉ク)

優勝 赤羽･赤羽(湘南ク) 2位 川辺･金子(横浜ラ)  3位 井上･鈴木(湘南須) 石井･桑(湘南須) 

優勝 小田島･安藤(若卓ク) 2位 大志田･清水(富士ク) 3位 石上･関野(湘南ク) 伊奈･安藤(若卓) 

 
男 30 西川(FAMI)水口(高倉ク) 菅(青嵐)中橋(ＭＤ相模) 男 40榎本(青嵐) 

清水(高倉ク) 男 50 坂本･江浜(日産追浜)中村(テニシヤス)佐野(FAMI) 

男 60津島･西岡(逗子ク) 男 70 平井(横浜ラ) 添田･横井(横浜ベ) 

男 80関口(横浜卓友) 女 30高井(MD相模)太田(チャイム) 女 50坂本(カラー)

日下部(チャイム)井置(藤沢レ)女 75土佐(浜卓)伊藤(横浜ベ)女 80山路(藤沢レ) 

優勝 春日(UWF)    2位 杉山(横浜国大ク) 3位 松井(MD相模) 

優勝 橘川(MD相模)  2位 吉川(平塚卓栄会) 3位 堀(FAMILI) 

優勝 中村(テニシヤス) 2位 米澤(中原ク)   3位 熊沢(FAM)鈴木(ATC)

優勝 照井(横浜ベ)   2位 宇田川(Ｙ卓会)  3位 鈴木(逗子ク) 

優勝 茂木(大正同好会) 2位 田村(横浜ベ)  3位 青木(相模原)井伊(横浜ベ)

優勝 添田(横浜ベ)   2位 横井(横浜ベ)  3位 菊地(VT神) 宮田(横浜ベ)

優勝 由井(横浜ベ)   2位 吉田(相模原ベ)  

優勝 三輪(卓友会)  

優勝 松井(チャイム)  2位 藤本(卓友会)  3位 中野(川崎レディ) 

優勝 小口(COLOR)   2位 川合(松草ク)  3位 中田(トトロ) 

優勝 坂本(COLOR)   2位 池上(川崎ﾚﾃﾞｨ) 3位 長瀬(御所見)鶴田(湘南ク)

優勝 直井(相模個人)  2位 阿部(洋光台ク) 3位 小玉(ひさぎク) 

優勝 吉田(コスモ原宿) 2位 栗原(KTC)   3位 杉本(テニシャス) 

優勝 珠玖(三ツ沢ス)  2位 黒沼(浜卓会)  3位 千本木(藤が丘) 

優勝 福原(横浜個人)  2位 伊藤(横浜ベ)  

優勝 河村(藤沢レ)   2位 山路(藤沢レ) 

 
優勝 遠藤(新星ｸﾗﾌﾞ)  2位 青木(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 3位 鈴木(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 

優勝 杉本(ﾀﾅｶｸﾗﾌﾞ)   2位 遠藤(新星ｸﾗﾌﾞ) 3位 高橋(新星ｸﾗﾌﾞ) 

優勝 春日(横須賀卓球ｽｸｰﾙ) 2位山崎(日産ｼﾞｭﾆｱ) 3位 大山(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 

優勝 東内(日産ｼﾞｭﾆｱ)  2位 須藤(嵐)     3位 小林(LE COURS)  

優勝 永安(新星ｸﾗﾌﾞ)  2位 橘川(岸田ｸﾗﾌﾞ)  3位 菊地(岸田ｸﾗﾌﾞ) 

優勝 碓井(鶴園小)   2位 新倉(嵐)     3位 坂口(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 

優勝 杉本(ﾀﾅｶｸﾗﾌﾞ)   2位 松井桃華(ＭＤ相模) 3位 加藤(ＭＤ相模) 

優勝 山本(嵐)     2位 坪田(MD相模)   3位 大山(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 

優勝 齋藤(岸田ｸﾗﾌﾞ)  2位 柏木(横須賀ﾘﾄﾙ) 3位 松井遼(ＭＤ相模) 

優勝 武松(ﾀﾅｶｸﾗﾌﾞ)   2位 高岩(ﾀﾅｶｸﾗﾌﾞ)  3位 加藤(LE COURS) 

優勝 美濃口(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 2位 太田(日産ｼﾞｭﾆｱ) 3位 中島(日産ｼﾞｭﾆｱ) 

優勝 中本(新星ｸﾗﾌﾞ)  2位 佐藤(LE COURS) 3位 遠藤(日産ｼﾞｭﾆｱ) 

 
優勝 鶴間中学校 2位 相陽中学校 3位 山王中学校、武山中学校 

  5位 伊勢原中学校、横浜山手中華学校、江陽中学校、長沢中学校 

優勝 横浜隼人中学校 2位 北陽中学校 3位 西本郷中学校、国府中学校 

  5位 第一中学校、山王中学校、浜須賀中学校、洋光台第一中学校 

優勝 手小(綾北) 2位 山本(西本郷) ３位 北原(東高津)、森(成瀬) 

  5位 山口(第一)、柴田(鶴間)、中村(浦賀)、山田(林) 
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月日 事業名･会場 参 加 人 員 結  果（県代表・入賞者・参加者等） 
第 54回県中学生大会 

 

 

 

 

 

 
Ｈ19県カデット卓球 

     選手権大会 

 
12/22(土)平塚総合体育館 

12/24(土)   “    

1/14(土)相模原南総合体育館 

1/19(土)横須賀アリーナ 

 

 
H19県少年少女卓球教室 

 
1/5 平塚総合体育館 

1/6 相模原北総合体育館 

 

 

 

 

 

 

 
第 60回東京選手権予選会 

１／１２（土） 

相模原北総合体育館 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 9回 会長杯 

  県レディース大会 

１／２３（水） 

  横浜文化体育館 

 

 

 

男子新人      209名

 
女子 1年      102名

 
女子新人      208名

 

 
団体男子     167チーム

 
団体女子    36チーム

 
男子単      1208名

 
女子単       288名

 

 

 
   講師     17名

 
男子        40名

女子        28名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
男子単    10名／100

 

 
女子単     6名／32 

  
男子複     3組／72 

女子複     2組／24 

男子ジュニア  3名／216

女子ジュニア  3名／72 

 

 
Ａランク    26チーム

 
Ｂランク    82チーム

 
Ｃランク    73チーム

 

優勝 平野(横浜隼人) 2位 町田(座間) 3位 山本(林)、阿部(座間) 

  5位 川島(桐光)、加藤(山王)、根本(潮田)、望月(本町) 

優勝 下山(第一) 2位 尾登(南林間) 3位 川口(第一)、小田切(左近山) 

  5位 藤田(大船)、佐藤(すすき野)、小口(内出)、飯森(高津) 

優勝 小道野(横浜隼人) 2位 中河(横浜隼人) 3位 矢澤(隼人)、阿部(座間) 

  5位 大川(隼人)、青木(綾北)、斉藤(カリタス)、瀧村(西本郷) 

 
優勝 茅ヶ崎第一中Ａ 2位 山手中華学校Ａ 3位 山王中Ａ、相陽中Ａ 

  5位 西本郷中Ａ、相模中Ａ、リトルキングスＡ、岡津中Ａ 

優勝 岸田クラブＡ 2位 日産ジュニアＡ 3位 西本郷中Ａ、国府中Ａ 

  5位 秦野南中Ａ、茅ヶ崎第一中Ａ、大船中Ａ、北陽中Ａ 

優勝山本(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 2位町田(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 3位阿部(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ)、手小(岸田ｸﾗﾌﾞ)

  5位橘川(岸田ｸﾗﾌﾞ)、伊藤(新星ｸﾗﾌﾞ)、望月(嵐)、川島(新星ｸﾗﾌﾞ) 

優勝中河(横浜隼人中) 2位阿部(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 3位宋(日産ｼﾞｭﾆｱ)、矢澤(横浜隼人)

  5位山口(日産ｼﾞｭﾆｱ)、斉藤(岸田ｸﾗﾌﾞ)、大川(横浜隼人)、美濃口(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ)

 
河原智 

島田、岸田、奥山、岩井、伊藤、吉村、中村、大橋、吉野 

大笹、関戸、早坂、山口、程島、西田、内山、須原 

町田、山本、阿部、川島、加藤、根本、望月、蛯原、蓮沼、小松、山石、翁 

桑田、西岡、三浦、小西、湯ノ口、手小、北原、森、山口、柴田、中村、山田

萩山、久下、黒川、大塚、片桐、佐多、西澤、濱田、小泉、田中、清水、廣井

橘川、植松、永安、菊地 

阿部、青木、齋藤、若林、鈴木明日香、本田、山口、須藤、坂本、鈴木千鶴 

瀬戸、佐藤可奈、茂泉、中村春菜、下山、尾登、川口、小田切、藤田 

佐藤百合香、小口、飯森、高山、中島、岡、宋、秋田、美濃口 

 
推薦 男子単 三田村(日産)、金恩華(日産)、太嶋(信号器材)、大橋(湘工大附) 

   女子複 長谷川・内海(湘南信金) 

   男子ジュニア 笹尾(日産ｼﾞｭﾆｱ) 

   女子ジュニア 中島(横浜隼人高)、小道野(横浜隼人中) 

代表 三原(日産)、熊田(日産)、竹谷(日産)、髙橋(東信電気)、伊東(信号器材) 

金氏(信号器材)、河又(東信電気)、荒巻(湘工大附)、森田(日産) 

田野辺(東信電気) 

代表 村守(東信電気)、牧田(湘南信金)、小野(東信電気)、井上(栗原高) 

秦(MD相模)、長谷川(湘南信金) 

代表 金氏・大谷組(信号器材)、竹谷・熊田組(日産)、三原・森田組(日産) 

代表 橋本・佐野組(横浜隼人高・中)、秦・森山組(MD相模) 

代表 飯野(湘工大附)、阿部(湘工大附)、山本(湘工大附) 

代表 藤田(横浜隼人高)、佐野(横浜隼人高)、才津(横浜隼人高) 

 

 
優勝 雲雀(相) 2位 茶の実(浜) 3位 トトロ(浜)、コスモ(浜) 

 
B－1優勝 Ｔ＆Ｍ(東) 2位 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 3位 川崎レ・ﾄﾏﾄ、ｽﾏｯｼｭ B(須) 

B－2優勝 四葉会(川) 2位 石泉ｸﾗﾌﾞ(東) ３位 友ｸﾗﾌﾞ(相)、ホーホー(相) 

C－1優勝 しおり(浜) 2位 大野中(相) 3位 茶の実 C2(浜)、南友会 

C－2優勝 桜ヶ丘(大) 2位 川崎レ・ｾﾋﾟｱ ３位 あすなろ 1(浜)、港南ｸﾗﾌﾞ 1(浜)
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月日 事業名･会場 参 加 人 員 結  果（県代表・入賞者・参加者等） 
第 63回ラージボール 

    オープン大会 

１／２５（金） 

  座間市立体育館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 19年度神奈川県 

 卓球選手権大会 

2/16－17（日） 

横浜国際プール 

 スポーツフロア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 19年度県ラージ 

 ボール卓球選手権大会 

３/８（土） 

 
ひらつかアリーナ 

団体 190下   ７チーム

団体 209上  １５チーム

団体 210上  １３チーム

初級団体    ８チーム

  
男子単６２下    ３名

 “ ６８下   １４名

 “ ７４下   １０名

 “ ７５上    ５名

女子単６２下   １５名

 “ ６８下   １８名

 “ ７４下    ３名

 “ ７５上   ２８名

初級単      ２８名

 
男子団体   137チーム 

 
女子団体    38 チーム

 
男子単      345名 

 
女子単      132名 

 

 
男子ジュニア   602名 

 

 
女子ジュニア   111名 

 

 

 
混合団体 120  11チーム

“ 団体 121  35チーム

“ 団体 140  15チーム

初級団体    11チーム

 
男子団体５９下   ９名

 “  ６０上   ５名

 “  ６５上  １０名

 “  ７０上  １７名

 “  ７５上   ５名

女子単５９下    ８名

 “ ６０上    ７名

 “ ６５上    ９名

 “ ７０上   １１名

 “ ７５上    ２名

初級単      ２１名

優勝 横浜ラージ  2位 横浜栄ラージＡ 

優勝 横浜ﾗｰｼﾞＡ  2位 Ｔ.Ｎ.Ｔ     3位 相模原ﾗｰｼﾞ 湘南横須賀

優勝 佐倉ﾗｰｼﾞ   2位 南足柄横浜・大和 3位 麻生ﾗｰｼﾞＣ 海津混成 

優勝 綾瀬座間ﾗｰｼﾞ 2位 三沢・座間・大和 

 
優勝 永富(ヨーラ相模) 2位 羽鳥(横浜ラージ) 

優勝 山名(新潟クラブ) 2位 斉藤(西東京ク) 3位 太山(大和ラ)郷野(東京ベ) 

優勝 小泉(南足柄)   2位 海津(東京ベテ) 3位 磯村(佐倉ラ) 松森(大和ラ) 

優勝 宇野(横浜ラージ) 2位 加藤(相模原ラージ）  

優勝 浦部(相模原ラ)  2位 道上(横浜ﾗｰｼﾞ) 3位 塚田(麻生ラ)矢川(麻生ラ) 

優勝 永田(横浜ﾗｰｼﾞ)  2位 吉田(横浜ﾗｰｼﾞ) 3位 杉森(燦木会)糸賀(ﾐﾗｸﾙ) 

優勝 安藤(燦木会)   2位 堤(横浜ﾗｰｼﾞ)  3位 白井(湘南須)瀬戸(朝霞ﾗﾌﾞ) 

優勝 大村(横浜ラージ) 2位 土佐(湘南クラブ) 

優勝 唐澤(座間ﾗｰｼﾞ)  2位 橋本(栄ﾗｰｼﾞ)  3位 松山(三ツ沢)渡辺(大和ﾗ) 

 
優勝 早稲田大学Ａ 2位 明治大学Ａ 3位 中央大学Ａ、専修大学Ａ 

 ５位 大正大学Ａ、駒澤大学Ａ、中央大学Ｂ、日産自動車 

優勝 青山学院大学Ａ 2位 東京富士大学Ａ 3位 大正大学Ａ、大正大学Ｂ

 ５位 横浜隼人高校Ａ、武蔵野高校、中央大学Ｂ、日本体育大学Ａ 

優勝吉田(中央大) 2位池田(明治大) 3位浅沼(早稲田大)、高岡(実践学園高) 

 ５位原田(早稲田大)、足立(早稲田大)、竹之内(明治大)、桑原(駒沢大) 

優勝刘婷(東京富士大) 2位金江(横浜隼人高) 3位徐珍(福・中村学園高) 

                     ３位園田(鹿児島・城西高校) 

５位髙石(東京富士大)、津田(日本体育大)、早田(青山学院大)、村山(大正大) 

優勝阿部(湘南工科大附属高) 2位町田(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 3位伊藤(桐蔭学園高) 

３位角(実践学園高) 

 ５位井上(日産ｼﾞｭﾆｱ)、山本(湘工大附高)、内田(湘工大附高)、笹尾(日産ｼﾞｭﾆｱ)

優勝宋(日産ｼﾞｭﾆｱ) 2位山口(日産ｼﾞｭﾆｱ) 3位酒井(栃・さくら清修高) 

                   ３位越地(海老名高) 

５位木下(海老名高)、安福(秦野高)、神田(横浜商業高)、渡部(横須賀ﾘﾄﾙ) 

 
優勝MD相模横浜ﾗ A 2位MD相模横浜ﾗ B 3位MD相模横浜ﾗ C 

優勝鳩ヶ谷ﾗｰｼﾞ   2位わいちーむ  3位横浜ﾗ・三菜会、湘南ｸﾗﾌﾞ・ 

優勝東京ﾍﾞ・朝霞ﾗﾌﾞ 2位燦木会・府中ﾗｰｼﾞ 3位湘南ｸ・横浜ﾗ、南足柄大和ﾗ 

優勝ﾄﾞﾘｰﾑ深谷   2位富士ｸはまたく 3位湘南ﾄﾞﾘｰﾑ深谷、三ツ沢 

 
優勝阿部(MD相模)  2位永富(ﾖｰﾗ相模) 3位柳生(卓精会)、齋藤(TS ) 

優勝富樫(国産電気)  2位市川(静岡ﾗ)   

優勝平井(燦燦ｸﾗﾌﾞ)  2位奥野(横浜ﾗ)  3位海津(東京ﾍﾞ)、古谷(横浜ﾗ) 

優勝阿部(わいちーむ) 2位赤羽(湘南ｸ)  3位小泉(南足柄)、小野(湘南横須賀)

優勝渡辺(府中ﾗ)    2位宇野(横浜ﾗ)   

優勝国井(MD相模)  2位望月(静岡ﾗ)  3位川崎(横浜ﾗ)、栁川(横浜ﾗ)  

優勝永田(横浜ﾗ)    2位和久井(三菜会)  

優勝赤坂(燦木会)   2位岸谷(藤沢ﾗ)  3位矢部(双葉ｸ)、岩塚(三島ﾗ) 

優勝吉田(三ツ沢ｽﾀｰｽﾞ) 2位橋本(横浜ﾗ)  3位片股(相模ﾗ)、前田(大和ﾗ) 

優勝小林(横浜ﾗ)      

優勝平野(横浜ﾗ)   2位村井(ﾄﾞﾘｰﾑ深谷) 3位栗田(横浜ﾗ)、菊地(ﾄﾞﾘｰﾑ深谷)

 


