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県オープンダブルス大会    ４／１３（日） 秩父宮記念体育館 

種目 数 優勝 ２位 ３位 

男子複119下 19 組 
栗原・川内 

（ＦＡＭＩＬＹ） 

廣瀬・土屋 

（小田原北条） 

三永・儘田 

（藤ク・鎌菱会） 

岩崎・八橋 

（さくらクラブ） 

男子複120上 11 組 
宮川・照井 

（横浜ベテラン会） 

本間・出口 

（平塚スマッシュ） 

藤田・遠藤 

（横浜ベテラン会） 

 

男子複140上 6 組 
添田・井伊 

（横浜ベテラン会） 

小澤・野中 

（横浜ベテラン会） 

  

女子複119下 30 組 
片寄・川合 

（ＭＤ相模松草ク） 

岡本・長谷川 

（ＦＡＭＩＬＹ） 

塚越・垣生 

（藤クラブ） 

平野・小林 

（ヨーラ・ハイランド） 

女子複120上 11 組 
太田・松本 

（ＯＮクあすなろ） 

香月・大坪 

（横浜ベテラン会） 

今井・鈴木 

（平塚レディース） 

 

女子複140上 4 組 
長谷・上野 

（滝の沢） 

都世子・佐野 

（藤沢レディース） 

  

混合複119下 38 組 
栗原・岡本 

（ＦＡＭＩＬＹ） 

下田・小林 

（横浜ベ・ﾊｲﾗﾝﾄﾞド） 

真崎・平井 

（藤クラブ） 

川内・長谷川 

（ＦＡＭＩＬＹ） 

混合複120上 18 組 
出口・出口 

（平塚スマッシュ） 

宮川・大坪 

（横浜ベテラン会） 

遠山・小池 

（藤クラブ） 

添田・井伊 

（横浜ベ・浜卓会） 

混合複140上 6 組 
小澤・太田 

（横浜ベ・ＯＮ） 

野中・福嶋 

 （横浜ベ・徳村ク） 

  

 
ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘｶｯﾌﾟ 2008 第 17 回東ｱｼﾞｱこてんこﾎｰﾌﾟｽ卓球選手権大会県予選会  

４／１３(日)  平塚総合体育館 
種目 数 優勝 ２位 ３位 ４位 

男子(県代表１名) 16 名 菊地(岸田ｸﾗﾌﾞ) 厚地(日産ｼﾞｭﾆｱ) 春日(横須賀ﾘﾄﾙ) 松本(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 

女子(県代表１名) 16 名 美濃口(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 鈴木(日産ｼﾞｭﾆｱ) 秋田(岸田ｸﾗﾌﾞ) 齋藤(岸田ｸﾗﾌﾞ) 

 

第 64 回県ラージオープン大会 （スポレク・ねんりん含む） ４／１９（土） 川崎市体育館 
種目 数 優勝 ２位 ３位 

混合複 119 下 5 組 
大矢・岡本 

（ＬＩＮＫ） 

永富・斉藤 

（ヨーラさがみ） 

  

混合複 139 下 17 組 
西河・永田 

（横浜ラージ） 

市川・柏木 

（相模原ラージ） 

田中・平野 

（たなかクラブ） 

笹村・吉田 

（藤沢ラージ） 

混合複 140 上 14 組 
赤羽・赤羽 

（湘南クラブ） 

小泉・前田 

（南足柄・大和ラ） 

川辺・金子 

（横浜ラージ） 

由井・伊藤 

（横浜ラージ） 

男子単 59下 5 名 斉藤 信（ＴＣＳ） 大矢（ＬＩＮＫ）   

男子単 60代 8 名 斉藤 俊（西東京） 古谷（横浜ラージ）   

男子単 70代 12 名 宇野（藤沢ラージ） 菊地（ＶＴ神奈川） 由井（横浜ラージ） 林（麻生ラージ） 

女子単 59下 4 名 高橋（ＬＩＮＫ） 柳川（横浜ラージ）   

女子単 60代 13 名 永田（横浜ラージ） 吉田（横浜ラージ） 古谷（横浜ラージ） 川渕（湘南横須賀） 

女子単 70代 12 名 山崎（横浜ラージ） 能勢（ＮＴＭ） 志村（相模原ﾗｰｼﾞ） 鈴木（湘南横須賀） 

スポレク参加 9 名 男 40 永富 男 50 西河 男 60 田中 女 40 滝沢 50 柏木 

ねんりん参加 12 名 男 60 奥野 男 65 赤羽 男 70 小泉 女 60 佐々木 60 赤羽 65 吉良 

  スポレク 補欠 斉藤   ねんりん 補欠 本間 
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第 27 回全日本クラブ選手権県予選会  ５／４（日） 相模原市総合体育館 

種目 数 代表チーム名 

男子１部 推薦 FAMILY 横浜国大ｸﾗﾌﾞ 青嵐ｸﾗﾌﾞ   

男子２部 推薦 MD 相模 御所見ｸﾗﾌﾞ A    

男子 60 代 推薦 逗子ｸﾗﾌﾞ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 VT 神奈川   

女子１部 推薦 MD 相模     

女子２部 推薦 チャイム 高倉ｸﾗﾌﾞ 御所見ｸﾗﾌﾞ B FAMILY 湘南ｸﾗﾌﾞ 

女子 50 代 推薦 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ A     

女子 60 代 推薦 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ B     

男子１部   4 優勝カヴァヌーラ ２位 UWF ３位 MD 相模    

男子２部   35 日産自動車追浜 UWF B ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ B 高倉クラブ 青嵐クラブ A 

男子 50 代 13 HAZAWA 大正同好会 明卓会   

男子 60 代 10 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 FAMILY 大正同好会   

女子１部 1 MD 相模     

女子２部 7 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 北條ｸﾗﾌﾞ 青嵐ｸﾗﾌﾞ   

女子 50 代 7 浜卓会しらとり 浜卓会トトロ FAMILY   

女子 60 代 8 浜卓会しらとり 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 浜卓会ひさぎ   

 
 
 

第 63 回国民体育大会卓球競技県予選会  ５／５（月）ひらつかアリーナ ６／２１(土) 平沼記念体育館 

種目 数 代表選手名 補欠 

少年男子 302 平野 佑治 飯野 弘義 江﨑 佳祐 飯野 峻輔 

  日産ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 湘南工科附属高 湘南工科附属高 湘南工科附属高 

少年女子 47 中島未早希 藤田麻紀子 金江 夏美 佐野 萌子 

  横浜隼人高 横浜隼人高 横浜隼人高 横浜隼人高 

成年男子 9 竹谷 康一 三原 孝博 森田 有城 三田村宗明 

  日産自動車 日産自動車 日産自動車 日産自動車 

成年女子 4 岸田 聡子 小野 思保 井上 朋美 森藤みなみ 

  日本生命 淑徳大学 大正大学 専修大学 

 
 
 

平成 20 年度全日本卓球選手権大会 ﾎｰﾌﾟｽ・ｶﾌﾞ・ﾊﾞﾝﾋﾞの部県予選会 

５／１０（土）平塚総合体育館５／１８（日）日産スクール 
種目 数 優勝 ２位 ３位 ４位 

男子ホープス 
25(県代表３名) 春日 

(横須賀卓球ｽｸｰﾙ) 
厚地(日産ｼﾞｭﾆｱ) 菊地(岸田ｸﾗﾌﾞ) 松本(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 

男子カブ  10(県代表２名) 蛭田(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 永安(新星ｸﾗﾌﾞ) 山口(日産ｼﾞｭﾆｱ) 東内(日産ｼﾞｭﾆｱ) 

男子バンビ 6(県代表２名) 遠藤碧(新星ｸﾗﾌﾞ) 青木(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 杉本(たなかｸﾗﾌﾞ) 遠藤幹(新星ｸﾗﾌﾞ) 

女子ホープス 22(県代表２名) 美濃口(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 鈴木(日産ｼﾞｭﾆｱ) 秋田(岸田ｸﾗﾌﾞ) 齋藤(岸田ｸﾗﾌﾞ) 

女子カブ  16(県代表２名) 厚地(日産ｼﾞｭﾆｱ) 笹尾(日産ｼﾞｭﾆｱ) 下山(EMTC) 武松(たなかｸﾗﾌﾞ) 

女子バンビ 7(県代表２名) 坪田(MD ｼﾞｭﾆｱ) 
小林 

(丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ) 

榎谷 

(横須賀卓球ｽｸｰﾙ) 
冨田(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 
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第 65 回県ラージオープン大会  ５／１０（土）  平塚総合体育館 

種目 数 優勝 ２位 ３位 

団体 124 以下 4 ﾁｰﾑ 平塚卓栄・横浜ﾗｰｼﾞ MD 相模・三菜会   

団体 140 以下 12 ﾁｰﾑ 横浜ラージ 大和・横浜ﾗｰｼﾞ ひまわり横浜ﾗｰｼﾞ 平塚卓明Ａ 

団体 141 以上 11 ﾁｰﾑ 三ツ沢スター  横浜ラージＡ 湘南クラブ 横浜ラージＢ 

団体初級 6 ﾁｰﾑ ドリーム深谷 三ツ沢教室   

男複 120 以下 2 組 足立・有松（相模原・遊神）    

男複 134 以下 1 組 奥野・黒田（横浜ﾗｰｼﾞ・ひまわり）   

男複 147 以下 3 組 太山・小泉（大和ラ・南足柄）    

男複 148 以上 3 組 有本・赤羽（湘南クラブ）    

女複 120 以下 1 組 浜田・道上（横浜ラージ）    

女複 134 以下 4 組 永田・柳川（横浜ラージ）    

女複 147 以下 5 組 赤羽・矢野（湘南ク・横浜ラ）  橋本・相川（横浜ﾗｰｼﾞ）   

女複 148 以上 2 組 大野・前田（横浜ﾗｰｼﾞ・大和ﾗｰｼﾞ）   

初級複 5 組 松山・則岡（三ツ沢教室）  大志田・稲葉（富士クはまたく）  

 
 

第一三共ﾍﾙｽｹｱ･ﾚﾃﾞｨｰｽ 2008 第 31 回全国ﾚﾃﾞｨｰｽ県予選会  ５／１０（土）座間市立市民体育館 

種目 数 優勝 ２位 ３位 

団体 11 ﾁｰﾑ チャイム 浜卓会茶の実 川崎ﾚ あすなろ 

ダブルス 60－109 歳 13 組 平﨑・小林（逗・須） 實川・小川（川） 川合・片寄（川） 

ダブルス 110－125 歳 8 組 粂川・梶原（相） 井口・武村（川） 佐藤・湯本（川） 

ダブルス 126 歳以上 7 組 久保・後藤（川） 熊野・平本（茅） 斉田・山田（鎌） 

 
 

第 58 回全日本実業団卓球選手権県予選   ５／１７（土）  綾瀬市ｽﾎﾟｰﾂセンター 

推薦 日産自動車 信号器材 東信電気  

優勝 ２位 ３位 ４位 

湘南信用金庫 東京電力神奈川 リコー厚木 富士フィルム 

５位 ６位   

男子団体 
10 

NEC 日本精工    

推薦 東信電気    
女子団体 

1 湘南信用金庫    

 

 

第一三共ﾍﾙｽｹｱ･ﾚﾃﾞｨｰｽ 2008第 35 回関東ﾚﾃﾞｨｰｽ県予選会  ５／３１（土）横須賀市総合体育館 

種目 数 代表チーム名 

川崎ﾚ あすなろ 浜卓会茶の実 浜卓会しらとり 藤沢ﾚ つみき 

浜卓会金沢ﾁｪﾘｰ チャイム 浜卓会あじさい 浜卓会すみれ 

藤沢ﾚ くれよん 川崎ﾚ ｸﾞﾘｰﾝ&かわさき 浜卓会てつせん 高倉ｸﾗﾌﾞ 

団体 

(代表 13 ﾁｰﾑ) 
21 

全横会三菜会       
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第 66 回県ラージオープン大会  ６／７（土）  西湘地区体育センター 

種目 数 優勝 ２位 ３位 

団体124以下 7 ﾁｰﾑ ｶｳﾞﾇｰﾗ川崎ﾚﾃﾞｨ-ｽ フリーダム 三菜会   

団体121以上 21 ﾁｰﾑ 横浜ラージＡ 湘南ク 相模原 湘南横須賀Ｂ 横浜ラージＢ 

団体140以上 10 ﾁｰﾑ 太陽ク 調布卓連 南足柄 大和ラ 横浜ラージＡ  

団体初級 6 ﾁｰﾑ ドリーム深谷 富士ク 三ツ沢   

男子単 59 下 7 名 阿部（カヴヌーラ） 西本（チームＮ）   

男子単 60 上 0 名     

男子単 65 上 8 名 平井（燦々ク） 平賀（湘南横須賀） 吉川（若草）  本間（平塚ラ） 

男子単 70 上 12 名 石塚（太陽ク） 平井（横浜ラージ） 小野（湘南須） 小泉（南足柄） 

男子単 75 上 5 名 赤羽（湘南ク） 平野（横浜ラージ）   

女子単 59 下 8 名 浦部（川崎レデ） 滝沢（三菜会）   

女子単 60 上 7 名 大森（相模原ラージ） 松本（湘南横須賀）   

女子単 65 上 8 名 永田（横浜ラ） 山本（大和ラージ）   

女子単 70 上 7 名 伊藤（調布卓連） 矢野（川崎ラージ）   

女子単 75 上 3 名 橋本（横浜ラ） 山崎（横浜ラージ）   

初級単 13 名 近藤（若卓ク） 甲田（若草クラブ） 峰岸（ドリーム） 則岡（東戸塚） 

 

平成 20 年度第 26 回全国ホープス卓球大会神奈川県予選 ６／２１（土） 日産自動車横浜体育館 

種目 数 優勝 ２位 ３位 ４位 

男子団体 4 ﾁｰﾑ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽＡ 日産ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ    

女子団体 7 ﾁｰﾑ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 日産ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 岸田ｸﾗﾌﾞ ＥＭＴＣ 

男女とも優勝チームは全国ホープス卓球大会へ出場。残りの４チームは東日本ブロック卓球大会へ出場 

 
 

平成 20 年度 第 21 回神奈川県中学生学年別卓球大会 

６／１５（日）秩父宮記念体育館  ６／２８（土）横須賀市南体育館 
優勝 ２位 ３位 

種目 数 
２段目はベスト８の５位 

平野佑治(日産ｼﾞｭﾆｱｸ) 山本勝也(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 阿部雄太(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 渡辺泰大(西本郷) Ⅱ部男子 

ｼﾝｸﾞﾙｽ 
48 

伊藤大博(美しが丘) 望月穣(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 手小由樹(綾 北) 永安一成(東高津) 

中河博子(横浜隼人) 青木詩穂(綾 北) 山口愛(日産ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ) 瀧村郁(西本郷) Ⅱ部女子 

ｼﾝｸﾞﾙｽ 
42 

須藤洸 (ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 大川有沙(横浜隼人) 中島三桜(横浜隼人) 松本理沙(横浜隼人) 

小清水誠也(浦 賀) 田中陽(光 丘) 早尾航平(岡 津) 西澤寛(茅ヶ崎第一) Ⅰ部３年

男子Ｓ 
64 

竹村恒一郎(潮 田) 小林元樹(千木良TPC) 長谷川裕弥(中 央) 服部直樹(鶴 間) 

池田一貴(北 陽) 横山完治(鶴 間) 田中淳哉(綾 北) 三ツ橋誠人(鶴 間) Ⅰ部２年

男子Ｓ 
64 

原田蒼(鶴 間) 新井彰秀(北 陽) 後藤涼介(座間東) 菱沼和貴(初 声) 

布谷広樹(横須賀ﾘﾄﾙ) 南木瞭汰(田中クラブ) 飯嶋達也(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 宮城雄次(西中原) Ⅰ部１年

男子Ｓ 
57 

王  杰(港) 大山洋輝(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 加藤粹(田中クラブ) 石田大貴(横須賀ﾘﾄﾙ) 

貴崎利佳(萩 園) 佐藤瞳(洋光台第一） 木内奏美（国 府） 大野玲緒奈（潮 田） Ⅰ部３年

女子Ｓ 
64 

安本彩花(潮 田) 後藤美沙(大 磯) 山中春香(円 蔵) 香月千晶(浜須賀) 

小室麗(成 瀬) 久賀鈴香（大 船） 小野由紀花（岡 津） 萩原美月(橘) Ⅰ部２年

女子Ｓ 
64 

石坂十希江(ﾘﾄｷﾝ) 木元美希(伊勢原) 木並夏穂(成 瀬) 山本絢花（綾 北） 

小宮千夏(横須賀ﾘﾄﾙ) 大槻汐香(横須賀ﾘﾄﾙ) 杉本美咲(自修館) 佐藤恵（長 沢） Ⅰ部１年

女子Ｓ 
52 

小泉華永（大 磯） 佐々木つぐみ(相 陽) 岩井夏美(日産ｼﾞｭﾆｱ) 中村絵里花(日産ｼﾞｭ) 
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第 67 回県ラージボール大会   ７／１５（火）  タマス協賛   県立体育センター 
種目 数 優勝 ２位 ３位 

男子複 126 下 0 組     

男子複 127 上 6 組 小泉・西河（ﾌﾘｰ南足柄） 田中・渡辺（たなか鳩ヶ谷）   

男子複 140 上 17 組 海津・酒井（麻生ラ） 赤羽・山田（湘南・川崎） 川辺・水内（横浜ラ） 平井・宇野（横浜ラ） 

女子複 126 下 7 組 柏木・浦部 浦部・鈴木（平塚ﾚﾃﾞｨｰｽ）   

女子複 127 上 12 組 永田・和久井（横浜ラ） 金子・古谷（横浜ラ） 橋本・相川（横浜ラ 出口・田村（平塚ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

女子複 140 上 9 組 橋本・山崎（横浜ラ） 前田・坂納（大和ラ） 望月・能勢（ＮＴＭ）  

初級複 9 組 水口・植村（湘南ク） 村井・曽我部（藤沢ラ） 日比野・日比野（湘南ク）  

男子単 64下 4 名 西河（フリーダム） 田中（たなかクラブ）   

男子単 65上 27 名 海津（東京ベテラン） 小泉（南足柄ひまわり） 平井（横浜ラ） 雨宮（芙蓉ク） 

男子単 75上 9 名 赤羽（湘南ク） 宇野（横浜ラ） 田中（東京ベテラン）  

女子単 64下 15 名 柏木（相模原ラ） 平野（相模原ラ） 菊地（ヒノク）  浦部（相模原） 

女子単 65上 19 名 永田（横浜ラ） 古谷（横浜ラ） 坂納（ ）  田辺（栄ラ） 

女子単 75上 3 名 橋本（横浜ラ） 前田（大和ラ）    

初級単 18 名 石井（たなかク） 日比野（湘南ク） 清水（ドリーム）  峰岸（ドリーム） 

 

第 42 回全日本社会人卓球選手権大会県予選  ７／２０（日）  川崎市体育館 
種目 数 代表選手名 

三原孝博(日産自動車) 竹谷康一(日産自動車) 森田有城(日産自動車) 三田村宗明(日産自動車) 

熊田智幸(日産自動車) 村守 実(日産自動車) 河又大和(日産自動車) 太嶋佑人(日産自動車) 男子Ｓ 70 

伊東伸也(信号器材) 大谷準也(信号器材) 金氏祐一(信号器材)  

長谷川綾子(湘南信金) 牧田みのり(湘南信金) 小野磨奈美(東信電気) 森藤ともみ(東信電気) 
女子Ｓ 16 

森田末希(東信電気) 村守千佳(東信電気) 吉田球昌(東信電気) 加藤 妙子(湘南信金) 

男子Ｗ 64 
三原孝博・金恩華 

（日産自動車） 

熊田智幸・三田村宗明 

（日産自動車） 

森田有城・村守実 

（日産自動車） 

河又大和・田野辺雄 

（東信電気） 

女子Ｗ 12 
牧田みのり・芦原望 

（湘南信金） 

長谷川綾子・加藤妙子 

（湘南信金） 

小野磨奈美・森藤ともみ 

（東信電気） 

青池優美・福田正美 

（御所実ｸﾗﾌﾞ） 

 

平成 20 年度 神奈川オープン小学生交流卓球大会  ８／２３（土） 平塚総合体育館 
種目 数 優勝 ２位 ３位 

男子団体  杜卓球クラブ東） 豊田町卓球ｽﾎﾟ少（静） リトルキングス（神） 日産ジュニア（神） 

女子団体  美鷹クラブ（東） 日産ジュニア（神） 岸田クラブ（神） 大塚クラブ（埼） 

男子ホープス   
石田 悠 

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 

三枝 晃記 

三好ｸﾗﾌﾞ（愛） 

藤田 哲弘 

豊田町卓球ｽﾎﾟ少（静） 

菊地 毅弘 

岸田ｸﾗﾌﾞ 

女子ホープス   
秋田佳菜子 

岸田ｸﾗﾌﾞ 

森田 彩音 

Ｓｐｉｎｓ（静） 

澁谷 京香 

美鷹ｸﾗﾌﾞ（東） 

鈴木 円花 

日産ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 

男子カブ  
 

 

吉田 大輔 

ＴＯＭＡＸ（千） 

蛭田 龍 

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 

山口 雅史 

日産ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 

永安 紀一 

富士通ｸﾗﾌﾞ 

女子カブ  
 

 

森谷 渚 

ﾏｲﾀﾞｽｼﾞｭﾆｱ（東） 

笹尾明日香 

日産ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 

厚地うらら 

日産ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 

林 茜 

杜卓球ｸﾗﾌﾞ（東） 

男子バンビ  
 

 

香取 利煕 

鹿沼ＪＴＣ（栃） 

加賀美利輝 

増穂ｽﾎﾟ少（山） 

深沢 大陽 

増穂ｸﾗﾌﾞ（山） 

松本 累 

meiji c.s.c（東） 

女子バンビ  
 

 

平川 咲 

大塚ｸﾗﾌﾞ（埼） 

後藤彩矢香 

忍野ｽﾎﾟ少（山） 

大森 舞依 

忍野ｽﾎﾟ少（山） 

冨田 真子 

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 
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平成 20 年度全日本選手権大会 （マスターズの部） 県予選   ７／２０（日）   川崎市体育館 
種目 数 代表選手名 

男子30代 76 西川幸伸(ＦＡＭＩＬＹ) 中橋龍太（ＭＤ相模） 水口和也(高倉ｸﾗﾌﾞ) 宇根総一郎（横浜国大ｸﾗﾌﾞ） 

男子40代 40 堀 昇(ＦＡＭＩＬＹ) 小山 弘(中原ｸﾗﾌﾞ) 清水栄治(高倉ｸﾗﾌﾞ) 菅 弘志（青嵐ｸﾗﾌﾞ） 

坂本憲一(日産自動車追浜) 江浜勲(日産自動車追浜) 中村孝太郎(ﾃﾆｼｬﾝ・ﾅｶﾞｰｽﾞ) 佐野秀雄(ＦＡＭＩＬＹ) 
男子50代 56 

大場宏明(ＨＡＺＡＷＡ) 川内信一郎(ＦＡＭＩＬＹ)   

男子60代 40 神山 哲(高倉ｸﾗﾌﾞ) 池田晏章(ＶＴ神奈川) 大多和亮(逗子ｸﾗﾌﾞ) 佐々木修壹(逗子ｸﾗﾌﾞ) 

津島靖武(逗子ｸﾗﾌﾞ) 西岡史朗(逗子ｸﾗﾌﾞ) 和田紘一(ＶＴ神奈川) 柳川常寿(ＶＴ神奈川) 
男子65代 28 

前川紘一(逗子ｸﾗﾌﾞ) 鈴木和久(逗子ｸﾗﾌﾞ)   

菊地政宣(ＶＴ神奈川) 田村健二(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会) 横井良和(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会) 清宮勝利(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会) 
男子70代 24 

添田光男(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会)    

男子75代 5 梅澤文夫(相模原ﾍﾞ) 野中修一郎(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会) 飯塚八朗(個人) 吉田正雄(相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会) 

男子80代 3 伊佐卓男(横浜ﾗｰｼﾞ) 永井昭爾(川崎ﾗｰｼﾞ) 及川 功(Ｙ校卓球会) 関口政吉(三ツ沢ｽﾀｰｽﾞ) 

女子30代 10 高井直美(ＭＤ相模) 中野ひとみ(川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ) 佐藤明子(湘南ｸﾗﾌﾞ) 荒木素子(中村ｸﾗﾌﾞ) 

女子40代 18 石井佳子(チャイム) 小口浩子(ＣＯＬＯＲ) 片寄佐知子(ＭＤ相模) 葛貫良枝(高倉ｸﾗﾌﾞ) 

日下部鈴子(チャイム) 井置節子(藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ) 坂本久美(ＣＯＬＯＲ) 池上文子(川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ) 
女子50代 32 

鶴田昌枝(湘南ｸﾗﾌﾞ) 中田紀子(浜卓会) 松沢鶴代(ＦＡＭＩＬＹ)  

女子60代 18 長瀬節子(御所見ｸﾗﾌﾞ) 佐藤 敬(藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ) 酒井君子(浜卓会) 亀山敏子(川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

女子65代 12 酒井佐代子(浜卓会) 大島眞幸子(川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ) 堺田温子(浜卓会) 児玉志津子(川崎ﾚ) 

女子70代 7 黒沼茂子(浜卓会) (浜卓会) 大久保京子(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会) 平田秋子(ﾏﾘﾝ茅ヶ崎) 

土佐昭子(浜卓会) 伊藤芳枝(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会) 山崎幸久子(南友会) 三宅裕子(衣笠卓球ｸﾗﾌﾞ) 
女子75代 3 

福原富子(横浜個人)    

女子80代  飯田英子(藤沢ﾚ) 河村美千子(藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ) 木村照子(川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ)  

女子85代  山路冨久子(藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ)    

 

平成 20 年度 全日本卓球選手権大会（カデット）県予選会 

８／２５（月） 横須賀アリーナ  ８／２６（火）ひらつかアリーナ  ８／２７（水）平塚総合体育館 
上段優勝 ２位 ３位 ４位 

種目 数 
下段５位 ６位 ﾍﾟﾝﾌｫﾙﾀﾞｰ代表  

阿部雄太(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 望月 穣(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 手小由樹(綾北中) 北原大輝(東高津中) 14 歳以下 

男子Ｓ 
694 

中村隼輔(横須賀ﾘﾄﾙ) 三ツ橋誠人(鶴間中)   

永安一成(東高津中) 厚地一樹(日産ｼﾞｭﾆｱ) 植松秀仁(綾北中) 松本拓海(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 13 歳以下

男子Ｓ 
515 

飯嶋達也(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 菊地毅弘(岸田クラブ) 布谷広樹(横須賀ﾘﾄﾙ)  

須藤 洸(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 齋藤愛唯(岸田クラブ) 山口 愛(日産ｼﾞｭﾆｱ) 大川有沙(横浜隼人中) 14 歳以下

女子Ｓ 
106 

池田美央(横浜隼人中) 久賀鈴香(大船中)   

推薦 美濃口千夏(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ)   

永尾尭子(横浜隼人中) 中島三桜(横浜隼人中) 松本理沙(横浜隼人中) 秋田佳菜子(岸田ｸﾗﾌﾞ) 
13 歳以下

女子Ｓ 132 
岡真美江(横浜隼人中) 太田有美(日産ｼﾞｭﾆｱ)   

阿部雄太・望月穣 

(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 

渡邉泰大・橘優太 

(西本郷中) 

手小由樹・橘川雄太 

(綾 北 中) 

山本真輝・小笠原陸 

(西本郷中) 男子 

ダブルス 
145 

及川謙秀・浅原健太 

(綾瀬中・ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 

   

 美濃口千夏・須藤  洸 (ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ)   

中島三桜・永尾尭子 

(横浜隼人中) 

池田美央・大川有沙 

(横浜隼人中) 

齋藤愛唯・秋田佳菜子 

(岸田クラブ) 

岡真美江・佐野蒔子 

(横浜隼人中) 
女子 

ダブルス 72 
太田有美・鈴木円花 

（日産ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ） 
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平成 20 年度 第 10 回会長杯ラージオープン大会 ９／６（土） 大和市スポーツセンター 

種目 数 優勝 ２位 ３位 

混合団体 126 下 10 ﾁｰﾑ 五輪会 横浜ラージ フリーダム・大磯ク 富士ク・大和ラージ 

混合団体 127 上 30 ﾁｰﾑ 横浜ラージ 東京ベテラン 大和ラ・ヒノクラブ 麻生ラージ 

混合団体 144 上 14 ﾁｰﾑ 横浜ラージ川辺 横浜ラージ水内 南足柄・大和ラージ  麻生ラ・川崎ラージ 

初級団体 7 ﾁｰﾑ ドリーム深谷 ライムＢ ライムＡ 富士ク・六浦ラージ 

混合複 120 下 6 組 阿部・浦部（カヴァヌ） 西河・野崎（フリー・大磯）  

混合複 136 下 27 組 下澤・永田（横浜ラ） 海津・村松（東京ベ） 太山・菊地（大和ラ） 千葉・千葉（麻生ラ） 

混合複 145 下 16 組 酒井・松川（麻生ラ） 田原・鈴木（麻生ラ） 奥野・佐々木（横浜ラ） 水内・巴（横浜ラ） 

混合複 146 上 9 組 小泉・前田（南足柄） 平井・清水（横浜ラ） 川辺・大野（横浜ラ） 持田・韮沢（麻生ラ） 

初級ダブルス 6 組 大志田・武田（富士ク） 唐澤・佐藤（ライム）   

 
 

平成 20 年度 全日本卓球選手権大会 県予選会  ９／１３（土） 、９／１５（月） 平塚総合体育館 

種目 数 代表選手名 

三原孝博(日産自動車) 三田村宗明(日産自動車) 森田有城(日産自動車) 大谷準也(信号器材) 
推薦 

宇都野光彦(東信電気) 西川幸伸(ＦＡＭＩＬＹ)   

竹谷康一(日産自動車) 熊田智幸(日産自動車) 金氏祐一(信号器材) 伊東伸也(信号器材) 
男子単 

140 
飯野弘義(湘南工附高) 村守 実(日産自動車)   

推薦 中島未早希(横浜隼人高) 高森夕布(青山学院大)   

秦麻奈美(ＭＤ相模) 牧野沙奈美(ＭＤ相模) 才津彩奈(横浜隼人高) 藤田麻紀子(横浜隼人高) 女子単 
40 

小道野結(横浜隼人中) 金江夏美(横浜隼人高)   

推薦 平野佑治(日産ｼﾞｭﾆｱ) 飯野弘義(湘南工附高)   

笹尾卓人(湘南工附高) 阿部雄介(湘南工附高) 阿部雄太(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 中井一貴(湘南工附高) Ｊ男子単 
336 

山本佑輔(湘南工附高) 江﨑佳祐(湘南工附高) 飯野峻輔(湘南工附高)  

推薦 小道野結(横浜隼人中) 佐野萌子(横浜隼人高)   

保科しおり(横浜隼人高) 金江夏美(横浜隼人高) 伊藤瑞花(相原高) 濱 世知(横浜隼人高) Ｊ女子単 
70 

永尾尭子(横浜隼人中) 松本理沙(横浜隼人中) 中河博子(横浜隼人中)  

推薦 
三原孝博・竹谷康一 

（日産自動車） 

森田有城・村守実 

（日産自動車） 

西川幸伸・李雁 

（ＦＡＭＩＬＹ） 

 

男子複 

60 
伊東伸也・柴田文雄 

（信号器材） 

後藤崇士・三枝正典 

（湘南信金） 

熊田智幸・三田村宗明 

（日産自動車） 

 

推薦 森本文江・湯原美保（日産ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ・東京富士大同好会）  

女子複 
18 

小野磨奈美・森藤ともみ 

（東信電気） 

中島未早希・藤田麻紀子 

（横浜隼人高） 

長谷川綾子・加藤妙子 

（湘南信金） 

 

推薦 熊田智幸・湯原美保（日産自動車・東京富士大同好会）  

混合複 
24 

中橋龍太・牧野沙奈美 

（ＭＤ相模） 

柴田文雄・高森夕布 

（信号器材・青山学院大） 

田野辺雄・小野磨奈美 

（東信電気） 

 

 
 

第 59 回県民総合体育大会卓球競技の部  ９／２１（日） 県立体育センター 

優勝Ａ 横浜市 ２位 横須賀市 
参加チーム数 27 

優勝Ｂ 藤沢市 ２位 秦野市 
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平成 20 年度 ラージボールオープンリーグ戦 １０／９（木） ひらつかアリーナ 

種目 数 優勝 ２位 ３位 

混合複128以下 8 組 
本間・山崎 

（平塚ﾗｰｼﾞ） 

疋田・浦部 

（三ツ沢・相模原ラ） 

市川・平野 

（相模原ラ） 

田中・柏木 

（たなか・相模原ラ） 

混合複144以上 20 組 
植村・和久井 

（湘南・三菜会） 

太山・菊地 

（大和ラ・ヒノラ） 

玉野・松木 

（湘南横須賀） 

秋山・山本 

（大和ラ） 

混合複145以上 13 組 小泉・前田（南足柄・大和ラ） 平野・山崎（横浜ﾗｰｼﾞ） 川辺・金子（横浜ラ）  平井・橋本（横浜ラ） 

初級複 4 組 木村・佐藤（金沢ﾗｰｼﾞ） 小岩井・伊藤（金沢ﾗｰｼﾞ） 市川・太山（相模原・大和） 

男子複Ａランク 6 組 植村・和久井（湘南・三菜） 栗田・古谷（横浜ﾗｰｼﾞ） 宮田・黒石（ＹＯＣ）  

男子複Ｂランク 5 組 増田・平賀（湘南横須賀） 玉野・丸山（湘南横須賀） 内山・吉楽（松が丘・湘南） 

男子複Ｃランク 12 組 上治・井上（湘南横須賀） 長塚・石井（湘南横須賀）   

女子複Ａランク 5 組 柏木・浦部（相模原ﾗｰｼﾞ） 菊地・平野（相模ヒノ） 今井・鈴木（平塚レ）  

女子複Ｂランク 10 組 吉田・河淵（大和・湘南須） 田村・出口（平塚レ） 橋本・相川（横浜ラ）  

女子複Ｃランク 6 組 松木・豊島（湘南横須賀） 池上・安田（栄ﾗｰｼﾞ） 新倉・鈴木（平塚レ）  

女子複Ｄランク 4 組 佐藤・伊藤（金沢ﾗｰｼﾞ） 関・田中（金沢ﾗｰｼﾞ）   

 

県ラージボール講習会 １０／１２（日） 県立体育センター 

 講師 高倉僖八  永田ミヨ子  長井 渉  柳川良美  上原正男   西河雅章  6 名 

 参加者 男子６名 女子１８名 

 

平成 20 年度県小学生卓球大会兼全国ホープス選抜卓球大会県予選会 １０／１２（日）平塚市総合体育館 

上段優勝 ２位 ３位 ４位 
種目 数 

下段５位 ６位 ７位 ８位 

石田 悠（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） 厚地一樹（日産ｼﾞｭﾆｱ） 春日勝太（横須賀卓球ｽ） 渡部克哉（横須賀ﾘﾄﾙ） ホープス 

男子 A 
20 

松本拓海（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） 山崎智音（日産ｼﾞｭﾆｱ） 菊地毅弘(岸田ｸﾗﾌﾞ) 石田和基(千木良T.P.C) 

東内 謙（日産ｼﾞｭﾆｱ） 永安紀一(富士通ｸﾗﾌﾞ) 遠藤碧人(新星ｸﾗﾌﾞ) 山口雅史（日産ｼﾞｭﾆｱ） カブ 

男子 A 
6 
蛭田 龍（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ）     

バンビ男A 4 杉本和也(たなかｸﾗﾌﾞ) 青木祐樹（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） 遠藤幹太(新星ｸﾗﾌﾞ) 原 勇斗（横須賀卓球ｽ） 

美濃口千夏（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） 鈴木円花（日産ｼﾞｭﾆｱ） 秋田佳菜子(岸田ｸﾗﾌﾞ) 松井 遼(ＭＤｼﾞｭﾆｱ) ホ ー プ ス

女子 A 
20 

野方奈摘(ＫＭＳＣ) 下山夏音(ＥＭＴＣ) 齋藤真菜(岸田ｸﾗﾌﾞ) 柏木望美（横須賀ﾘﾄﾙ） 

厚地うらら（日産ｼﾞｭﾆｱ） 笹尾明日香（日産ｼﾞｭﾆｱ） 加藤亜美(ＭＤｼﾞｭﾆｱ) 武松美衣(たなかｸﾗﾌﾞ) カブ 

女子 A 
12 

杉本 恵(たなかｸﾗﾌﾞ) 下山秋帆(ＥＭＴＣ)    

坪田彩音 

(ＭＤｼﾞｭﾆｱ) 

小林みゆう 

(丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ) 

青木優佳 

（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） 

榎谷優香 

（横須賀卓球ｽｸｰﾙ） 
バンビ 

女子 A  
6 

長崎美由(岸田ｸﾗﾌﾞ) 冨田真子（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ）    

ﾎｰﾌﾟｽ男

子 B 
17 

鈴木謙太 

(たなかｸﾗﾌﾞ) 

池田学人 

(嵐) 

中橋敬人 

(ＭＤｼﾞｭﾆｱ) 

小林真程馬 

(LE COURS) 

ｶﾌﾞ男子 B 13 須藤 陸(嵐) 磯山三四朗(ＫＭＳＣ) 宇根健登(横浜国大ｸﾗﾌﾞ) 高田拓人(藤沢ｼﾞｭﾆｱ) 

ﾊﾞﾝﾋﾞ 

男子 B 
7 
高岩真志 

(たなかｸﾗﾌﾞ) 

福澤昇悟 

(ＭＤｼﾞｭﾆｱ) 

松井 翔 

(ＭＤｼﾞｭﾆｱ) 

西山 拓 

(嵐) 

ﾎｰﾌﾟｽ 

女子 B 
17 

加藤衣純 

(LE COURS) 

鈴木 舞 

(新星ｸﾗﾌﾞ) 

斉藤有紀 

（横須賀ﾘﾄﾙ） 

小笠原芽衣 

（日産ｼﾞｭﾆｱ） 

ｶﾌﾞ女子 B 8 山本あいり(嵐) 河合 澪(ＫＭＳＣ) 谷田恵美(LE COURS) 落合映奈(たなかｸﾗﾌﾞ) 

ﾊﾞﾝﾋﾞ 

女子 B 
3 米山 莉央(嵐) 野方 遥迦(ＫＭＳＣ) 佐野 永愛(嵐)   
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平成２０年度  第５５回神奈川県中学生卓球大会 

１１／３０（日）座間市民体育館 １２／１３（土）横須賀アリーナ １２／１４（日）座間市民体育館 

上段優勝 ２位 ３位 ４位 
種目 数 

   下段ベスト８ 

綾北中学校 鶴間中学校 西本郷中学校 桐蔭学園中学校 
男子団体戦 ８０ 

秦野南中学校 相陽中学校 成瀬中学校 南林間中学校 

横浜隼人中学校 成瀬中学校 山王中学校 大船中学校 
女子団体戦 ４４ 

伊勢原中学校 南中学校 万騎が原中学校 西本郷中学校 

阿部雄太②（座間） 永安一成①（東高津） 橘川雄太①（綾北） 三ツ橋誠人②（鶴間） 
新人男子 

個人戦 

２１６ 

 
渡邉泰大②（西本郷）、望月穣②（本町）、北原大輝②（東高津）、手小由樹②（綾北）、 

橘優太②（西本郷） 

中島三桜①（横浜隼人） 須藤洸②（林） 山口愛②（慶應湘南藤沢） 永尾尭子①（横浜隼人） 
新人女子 

個人戦 
２１６ 岡真美江①（横浜隼人）、松本理沙①（横浜隼人）、斉藤愛唯②（カリタス女子）、 

久賀鈴香②（大船）、石井優衣②（西本郷）、大川有沙②（横浜隼人）、柏木温美②（衣笠） 

飯嶋達也（柏ヶ谷） 栗田佳昌（江 陽） 呉永康（横浜山手中華） 石田大貴（公 郷） １年男子 

個人戦 
１０８ 

南木瞭汰（二宮西） 宮城雄次（西中原） 喜多佑輔（国 府） 松堂義孝（内 出） 

小宮千夏（馬 堀) 大槻汐香（浦 賀) 小泉華永（大 磯) 石井奈緒（大 船) １年女子 

個人戦 
１０８ 

大西佑奈（西本郷) 遠藤寛子（西中原) 相曽比奈子（大 船) 中村絵里花（矢 向) 

 

平成２０年度  神奈川県カデット卓球選手権大会 

１２／２０（土）平塚総合体育館１／１０（土）寒川総合体育館１７（土）平塚総合体育館２４（土）寒川総合体育館 
種目 数 上段優勝 ２位 ３位（下段ベスト８） 

綾北中Ａ 鶴間中Ａ 相陽中Ａ リトルキングスＡ 
男子団体戦  

大磯中Ａ 江陽中Ａ 成瀬中Ａ 南林間中Ａ 
成瀬中Ａ 大船中Ａ 岸田クラブ リトルキングスＡ 

女子団体戦  
茅ヶ崎第一中Ａ 山王中Ａ 向丘中Ａ 浜須賀中Ａ 
阿部雄太(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 望月穣(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 渡邉泰大(西本郷中) 手小由樹(綾北中) 男子 

シングルス  
北原大輝(東高津中) 橘川雄太(綾北中) 池田一貴(北陽中) 永安一成(東高津中) 
永尾尭子(横浜隼人中) 須藤洸(ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 中島三桜(横浜隼人中) 山口愛(日産ｼﾞｭﾆｱ) 女子 

シングルス  
秋田佳菜子(岸田ク) 岡真美江(横浜隼人中) 斉藤愛唯(岸田ク) 松本理沙(横浜隼人中) 

 

第 68 回県ラージボール大会   １２／２０（土）西湘地区体育センター 

種目 数 優勝 ２位 ３位 

団体 184 以下 7 ﾁｰﾑ カヴァヌーラ フリーダム   

団体 214 以上 12 ﾁｰﾑ 平塚ラ卓明Ｂ 横浜ﾗｰｼﾞ永田 沼津ﾗｰｼﾞ ひまわり 

団体 215 以上 8 ﾁｰﾑ 湘南クラブ 横浜ﾗｰｼﾞ奥野 南足柄・大和 横浜ﾗｰｼﾞ水内 

団体初級 4 ﾁｰﾑ 健康卓球ク 若草クラブ   

男子単 60 下 5 名 阿部（カヴァヌ） 山城（三浦藤沢）   

男子単 68 下 9 名 羽鳥（横浜ラ） 太山（大和ラ） 中内（横浜ラ） 平賀（湘南須） 

男子単 74 下 10 名 小泉（南足柄） 平井（横浜ラ） 小野（湘南須） 奥野（横浜ラ） 

男子単 75 上 6 名 赤羽（湘南ク） 宇野（横浜ラ） 高倉（富士ク）  

女子単 60 下 9 名 浦部（カヴァヌ） 滝沢（三菜会） 吉岡（藤沢ラ） 若松（湘南須） 

女子単 68 下 17 名 永田（横浜ラ） 柏木（相模原） 池上（栄ラ）  河淵（湘南須） 

女子単 74 下 10 名 清水（横浜ラ） 松本（横浜ラ） 田辺（栄ラ） 赤羽（湘南ク） 

女子単 75 上 3 名 小林（横浜ラ） 徐（大和ラ）   

初級単 17 名 本間（若草ラ） 小澤（健康卓） 岩垣（栄ラ）  米澤（はまたくラ） 
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平成 20 年度 東京卓球選手権大会神奈川県予選会  １／１０（土） 平塚総合体育館 

男子単  推薦 森田有城、三田村宗明、竹谷康一（日産自動車）、太嶋佑一・伊東伸也（信号器材） 

女子単  推薦 中島未早希（横浜隼人高校） 

男子複  推薦 森田有城・村守実（日産自動車） 

男子Ｊ  推薦 平野佑治（日産ジュニアクラブ） 

女子Ｊ  推薦 矢澤真里奈、小道野結（横浜隼人中） 

三原（日産） 田野辺（東信電気） 金氏（信号器材） 阿部（ｶｳﾞｪﾇｰﾗ） 

河又（東信電気） 宇都野（東信電気） 柴田（信号器材） 三枝（湘南信金） 男子単 120 代表 

金（日産） 村守（日産）   

秦（MD 相模） 才津（横浜隼人高） 円道（横浜隼人高） 藤田（横浜隼人高） 
女子単 16 代表 

吉田（東信電気） 小野（東信電気）   

男子複 90 代表 金氏・伊藤（東信） 竹谷・三原（日産） 金・三田村（日産）  

女子複 20 代表 長谷川・牧田（湘南信用金庫） 中島・藤田（横浜隼人高校） 

男子Ｊ 264 代表 飯野弘（湘工附） 笹尾（湘工附） 山本（湘工附）  

女子Ｊ 48 代表 佐野（横浜隼人高） 伊藤（相原高） 中河（横浜隼人高）  

 
 

第１０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   

１／２２（木）横浜文化体育館 
種目 数 優勝 ２位 ３位 

Ａランク Ａ 雲雀（相） 茶の実Ⅰ（浜） トトロ（浜） つみき（藤） 

Ｂ－１ 秦野ﾚﾃﾞｨｰｽ（秦） パセリ（平） 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会（相） ｻﾌﾟﾘ＆さくらぐみ（川） 
Ｂランク 

Ｂ－２ 不入斗クラブ（須） ＭＭＣ（平） 鎌倉卓球ｸﾗﾌﾞ（鎌） ホーホー（相） 

Ｃ－１ 四葉会（川） ハーモニー（浜） しおり（浜） 星和クラブ（浜） 
Ｃランク 

Ｃ－２ きりがおか（浜） ＥＤＡクラブ（浜） 金沢チェリーＣ（浜） つくし（浜） 

 
 

第 69 回県ラージボール大会  １／３０（金） 座間市立市民体育館 

  優勝 ２位 ３位 

団体 124 以下 3 ﾁｰﾑ 目黒不動クラブ 横浜ﾗｰｼﾞ山名   
団体 134 以下 18 ﾁｰﾑ たなかクラブ 平塚ﾗｰｼﾞ卓明Ａ ＫＫクラブ 平塚ﾗｰｼﾞ卓明Ｂ 
団体 144 以下 20 ﾁｰﾑ 横浜ﾗｰｼﾞ下沢 座間ﾗｰｼﾞ 大和ﾗｰｼﾞ秋山 麻生ﾗｰｼﾞ石川 
団体 145 以上 10 ﾁｰﾑ 湘南クラブ 南足柄大和 Ｉ  Ｓ  湘南横須賀 
団体初級 11 ﾁｰﾑ 横浜栄ﾗｰｼﾞ 綾瀬ﾗｰｼﾞ 三ツ沢ﾗｰｼﾞＡ 綾瀬座間ﾗｰｼﾞ 
男子単 63 下 2 名 小田切（目黒不） 黒田（ひまわり）   
男子単 68 下 14 名 山名（新潟ク） 太山（大和ラ） 田中（たなかク） 本間（平塚ラ） 
男子単 74 下 16 名 石塚（太陽ク） 山崎（横浜ラ） 小泉（南足柄）  下沢（横浜ラ）  
男子単 75 上 11 名 赤羽（湘南ク） 宇野（横浜ラ） 石井（湘南須）  
女子単 63 下 13 名 柏木（相模原） 小山（座間ラ） 高橋（Ｌ火吹） 吉岡（藤沢ラ） 
女子単 68 下 8 名 永田（横浜ラ） 菊地（ヒノ） 三枝（麻生ラ）  
女子単 74 下 17 名 佐藤（相模原） 佐々木（横浜ラ） 田辺（横浜栄）   望月（ＮＴＭ） 
女子単 75 上 5 名 瀬戸（朝霞ラ） 山崎（横浜ラ） 小林（横浜ラ）  
初級単 22 名 細野（ふじみ） 高岡（綾瀬ラ） 加藤（座間ラ）  惣島（ふじみク） 
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平成 20 年度 神奈川県卓球選手権大会  ２／１４（土），１５（日）横浜国際プール 

  優勝 ２位 ３位 

男子団体 118 早稲田大学Ａ 中央大学 愛工大名電Ａ 明治大学Ａ 

女子団体 40 日本体育大学Ａ 東京富士大学Ｂ 東京富士大学Ａ 大正大学Ａ 

男子Ｓ 288 徳増（専修大学） 浅沼（早稲田大学） 原田（早稲田大学） 平野（日産ｼﾞｭﾆｱ） 

女子Ｓ 140 照井（早稲田大学） 伊積（武蔵野高） 徐（東京富士大） 奥田（秀光中等教育） 

男子Ｊ 608 村松（平野卓研） 佐藤（木更津総合高） 町（横浜商高） 阿部（湘工附高） 

女子Ｊ 112 中島（横浜隼人中） 永尾（横浜隼人中） 萩原（木更津総合高） 松本（横浜隼人中） 

 
 
 

平成２０年度県ラージボール卓球選手権大会  ２／２１（土） 平塚総合体育館 

  優勝 ２位 ３位 

団体 120 以下 11 ﾁｰﾑ カヴァヌーラ 遊ｉｎｇ ＴＲＦ皐月 目黒不動クラブ 

団体 121 以上 18 ﾁｰﾑ 横浜ﾗｰｼﾞ永田 沼津ﾎｰﾌﾟｽＡ 沼津ホープスＢ 湘南クラブ 

団体 140 以上 13 ﾁｰﾑ 横浜ﾗｰｼﾞ下沢 南足柄大和 横浜ﾗｰｼﾞ宇野 湘南横須賀Ｂ 

団体初級 8 ﾁｰﾑ 六ッ浦ﾗｰｼﾞ 座間ﾗｰｼﾞ たなかクラブＡ 横浜栄ﾗｰｼﾞ 

男子単 59 下 14 名 後藤（ＴＲＦ） 北畠（遊ＩＮ） 阿部（カヴァヌ） 小田切（目黒不動ク） 

男子単 60 上 2 名 富樫（国産） 斉藤（西東京ク）   

男子単 65 上 12 名 本間（平塚ラ） 下澤（横浜ラ） 小林（甲府ラ） 岩田（徳倉ク） 

男子単 70 上 9 名 小泉（南足柄） 平井（横浜ラ） 長井（座間ラ） 石川（横浜ラ） 

男子単 75 上 5 名 宇野（横浜ラ） 田中（東京ベ） 平野（横浜ラ）  

女子単 59 下 10 名 小山（Ｌローザ） 浦部（川崎レディ） 磯部（目黒不動） 渡辺（卓精会） 

女子単 60 上 8 名 山崎（皐月会） 大塚（川崎レディ） 関野（湘南ク） 川口（湘南ク） 

女子単 65 上 6 名 永田（横浜ラ） 石田（中巨摩レ） 山本（大和ラ） 蓑田（湘南須） 

女子単 70 上 8 名 大野（横浜ラ） 白石（横浜ラ） 矢野（川崎ラ） 田辺（横浜栄） 

女子単 75 上 4 名 橋本（横浜ラ） 吉田（三ツ沢ス） 前田（大和ラ）   

初級単 20 名 小澤（健康卓） 阿部（スマビン） 香田（ＫＫラ） 岩垣（栄ラ） 

 
 

第２７回神奈川県近隣中学生招待卓球大会   ９／１３（土） ひらつかアリーナ 

 参加数 優勝 ２位 ３位 
男子団体戦 48 綾北中（神奈川） 皆川中（栃木） 西本郷中（神奈川） 鶴間中（神奈川） 
女子団体戦 29 鹿沼東中（栃木） 真岡中（栃木） 足利第二中（栃木） 皆川中（栃木） 
 


