
平成２８年度横浜市民体育大会(卓球競技）
開催日：平成２８年１１月６日(日）

会　場：戸塚スポーツセンター

①：男子一般　決勝トーナメント １～7コート

1 小泉（TAQC）　松岡(青葉TTC）　藤井(相模中）　宮川(横浜高校）　真栄平(新栄高） 1

17 斉藤(ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ）齋藤（元日本工学院） 石塚(武　　相） 橋本（アルファ２１）
1

16 三田(成城大学） 安田(出雲クラブ） 佐藤(横浜高校） 金子(港北ジュニア） 0

9 藤森(シックスワン） 石川(鈴カステラ） 渋木(平塚ろう学校）市川(中川西中学）
0

24 小林（Ｈａｓｗｅｌｌ） 皆川(南戸塚） 戸田(横浜高校） 徳永(港北ジュニア） 1

25 草間(AMAZING９ 竹内(慶應理工学部） 鳥本（個　　　人） 梅津（相模中） 0

8 川口(国大ｸﾗﾌﾞ） 岩戸（アルファ２１） 田邊(横浜高校） 甲斐(相模中学）
0

5 市川（Ｙ卓会） 川合（ＡＭＡＺＩＮＧ） 村松(平塚ろう学校）佐伯(相模中学）
2

28 岸 （遊　　神） 上田（慶應理工学部） 高橋（横浜高校） 田口（港北ジュニア） 0
2

21 篠田（ニッパツ） 平山(青葉ＴＴＣ） 池辺(underfined） 染葉(港北ジュニア） 0

12 畑野(ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ）堀内(大正同好会） 緒方（アルファ２１） 町頭(平塚ろう学校）

13 浦上(慶應理工学部）池田(青葉ＴＴＣ） 脇坂(横浜高校） 大柿(港北ジュニア）
0

2

20 林(慶應理工学部） 増田(ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ）武田(個　　人） 須藤（相模中）

4 丸田(TEAM－ISOGO）　井上(Haswell） 長谷川(ﾃﾆｼｬｽﾅｶｰｽﾞ） 冨田(相模中学）

3 　李 （Ｙ卓会） 加藤(LE COURS） 山中(武　相） 柳本(渋谷教育学園）

19 西尾(ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ） 松原(AMAZINGS） 松尾Ｆ．Ｐ．Ｒ） 村上(新栄高校）

14 堀切(成城大学） 脇坂 (横浜高） 佐久間（個人） 甘利（港北ジュニア） 1
1

11 上野　瑛（シックス・ワン）高橋(東戸塚ＣＣ） 貫洞(渋谷教育学園） 池田（青葉ＴＴＣ）
1

22 衛藤(遊　　神） 川嶋（大正同好会）山口(遊遊会） 加藤(港北ジュニア） 1

27 川﨑（国大ｸﾗﾌﾞ） 高橋（青葉ＴＴＣ） 寺井（個　　人） 浅尾（新栄高校） 2
2

6 町田（ＨＡＺＡＷＡ） 平山(鈴カステラ） 安井(横浜高校） 関根(相模中学）

7 菊池（Ｙ卓会） 安江（ＡＭＡＺＩＮＧ） 渡部(個　　人） 白松(新栄高校）

26 坂本（市役所） 西澤（慶應理工学部） 戸田（横浜高校） 十河（港北ジュニア）
2

23 平井(青葉ＴＴＣ） 宮本(ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ）佐光(個　　人） 西澤(慶應理工学部） 0

10 竹原（シックスワン）氏家（リマソン） 星野(個　　人） 早野(相模中学）
1

15 高原(南戸塚） 中島(個　　人） 永井(新栄高校） 岡本(平塚ろう学校） 0
1

0

18 岩元（さくらクラブ） 吉田(遊遊会） 三ツ橋(横浜高校） 福本(港北ジュニア）

2 小西(青嵐クラブ） 佐藤（ティフォーツ）真栄平(新栄高） 山川(相模中学）

1位 ：加藤　耕也（LE　COURS）

2位 ：川口　祐太(横浜国大クラブ）

3位 ：小西　航(青嵐クラブ）

3位 ：丸田　啓文(TEAM　ISOGO）



②：男子45才以上　決勝トーナメント ８・９コート

1-1 長谷川（Ｙ卓会） 箕田（川崎卓友会）田邊（キャノン）

3-2 松井（太洋歯科） 岩佐（相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ） 佐藤(ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ） 佐久間(南戸塚） 2

2-2 向山（Ｙ卓会） 大木（ＦＴＣ） 村山（大正同好会）
0

1

5-1 治田（サジタリアス） 加藤（ファイヤーズ） 佐伯（Ｔ-ＷＡＶＥ） 江口（さくらクラブ）

6-2 玉木（ファイヤーズ） 亀岡（ＡＱＵＡ） 山田(ﾁｰﾑＪＩＮ(仁） 山﨑（さこんず） 0 1

4-1 䔥　(太洋歯科） 白井（ＡＱＵＡ） 吉原(日立ＴＣ） 谷尾(個　　人） 0

3-1 松井（太洋歯科） 岩佐（相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ） 佐藤(ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ） 佐久間(南戸塚）

5-2 治田（サジタリアス） 加藤（ファイヤーズ） 佐伯（Ｔ-ＷＡＶＥ） 江口（さくらクラブ） 1
2

6-1 玉木（ファイヤーズ） 亀岡（ＡＱＵＡ） 山田(ﾁｰﾑＪＩＮ(仁） 山﨑（さこんず）
1

1-2 長谷川（Ｙ卓会） 箕田（川崎卓友会）田邊（キャノン） 0
0

4-2 䔥　(太洋歯科） 白井（ＡＱＵＡ） 吉原(日立ＴＣ） 谷尾(個　　人）

2-1 向山（Ｙ卓会） 大木（ＦＴＣ） 村山（大正同好会）

１位 ：向山　収(Ｙ卓会）

２位 ：長谷川　桂志（Ｙ卓会）

３位 ：松井　正幸(太洋歯科）

３位 佐伯　哲也（Ｔ-WAVE）



③：男子５５才以上　決勝トーナメント ９・１０コート

1-1 山城(横浜ベテラン）早野(大正同好会） 鎌田（リマソン）

3-2 小原（エリチェＴＫ） 立石(神南クラブ） 長谷川（ＭＴＣ） 田畑(個　　人）
0

2-2 三橋(相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ）有路(大正同好会） 北口(東戸塚ＣＣ） 2
0

0

5-1 室井(大正同好会） 田井(個　　人） 杉原（ＦＴＣ） 中村（Ｈａｓｗｅｌｌ）
0

6-2 石川(大正同好会） 金本(市原クラブ） 中西(水木会） 0

4-1 曽根（ＭＴＣ） 金本(市原クラブ） 安達（サンＴＣ） 蕏塚(LEＣＯＵＲＳ）

3-1 小原（エリチェＴＫ） 立石(神南クラブ） 長谷川（ＭＴＣ） 田畑(個　　人） 0

5-2 室井(大正同好会） 田井(個　　人） 杉原（ＦＴＣ） 中村（Ｈａｓｗｅｌｌ） 2
0

6-1 石川(大正同好会） 金本(市原クラブ） 中西(水木会）

1-2 山城(横浜ベテラン）早野(大正同好会） 鎌田（リマソン） 1

4-2 曽根（ＭＴＣ） 金本(市原クラブ） 安達（サンＴＣ） 蕏塚(LEＣＯＵＲＳ）

2-1 三橋(相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ）有路(大正同好会） 北口(東戸塚ＣＣ） 0

１位 ：金本　啓二(市原クラブ）

２位 曽根　龍（ＭＴＣ）

３位 室井　正志(大正同好会）

３位 山城　和義(横浜ベテラン会）



④：男子６５才以上　決勝トーナメント １１・１２コート

1-1 照井(横浜ベテラン）青木（サンＴＣ） 井野（さくらクラブ）

7-2 多田(神南クラブ） 関本(六つ卓ｸﾗﾌﾞ） 酒井（ＹＫＣ） 宮台(ｴﾝｼﾞｮｲｸﾗﾌﾞ） 0

2-2 渡辺(卓伸会） 佐藤（サンＴＣ） 小河原(神南クラブ） 日向（ＹＫＣ）

8-1 平尻(神南クラブ） 和久井（サンＴＣ） 角田（ＭＴＣ） 米内山((個　　人） 1
0

2

5-1 喜多川（さきがけ） 水島（さくらクラブ） 松山（リマソン） 渡辺(個　　人）

3-2 八田(相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ）長田昭(神南クラブ）林(東戸塚ＣＣ） 大野（ＡＧＣクラブ） 1

6-2 岸(横浜ベテラン） 森崎（さくらクラブ） 牧野（ＡＧＣクラブ） 山本(東戸塚ＣＣ） 2
2

4-1 下東(大正同好会） 長田仁(神南クラブ）河本(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ） 上出(東戸塚ＣＣ）
0

3-1 八田(相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ）長田昭(神南クラブ）林(東戸塚ＣＣ） 大野（ＡＧＣクラブ） 2

5-2 喜多川（さきがけ） 水島（さくらクラブ） 松山（リマソン） 渡辺(個　　人）
0

4-2 下東(大正同好会） 長田仁(神南クラブ）河本(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ） 上出(東戸塚ＣＣ）

6-1 岸(横浜ベテラン） 森崎（さくらクラブ） 牧野（ＡＧＣクラブ） 山本(東戸塚ＣＣ） 1
1

7-1 多田(神南クラブ） 関本(六つ卓ｸﾗﾌﾞ） 酒井（ＹＫＣ） 宮台(ｴﾝｼﾞｮｲｸﾗﾌﾞ）
0

1-2 照井(横浜ベテラン）青木（サンＴＣ） 井野（さくらクラブ） 0

8-2 平尻(神南クラブ） 和久井（サンＴＣ） 角田（ＭＴＣ） 米内山((個　　人） 0

2-1 渡辺(卓伸会） 佐藤（サンＴＣ） 小河原(神南クラブ） 日向（ＹＫＣ）

１位 ：渡辺　元和(卓伸会）

２位 照井　信夫(横浜ベテラン会）

３位 ：喜多川　武（さきがけ）

３位 ：水島　達男（さくらクラブ）


