
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

⑦：女子一般　決勝トーナメント １３コート

1-1 伊部（さこんず） 倉田（ケン卓球ｸﾗﾌﾞ） 菅野(相模中学） 三宅(相模中学）
1

3-2 岩元（めじろ） 丸山(相模中学） 照井(平塚ろう学校） 0
0

2-2 加藤（ファイヤーズ）(相模中学） 影山(平塚ろう学校） 0

4-1 宮本(青葉ＴＴＣ） 安藤(相模中学） 阿部(平塚ろう学校）

3-1 岩元（めじろ） 丸山(相模中学） 照井(平塚ろう学校）
0

1-2 伊部（さこんず） 倉田（ケン卓球ｸﾗﾌﾞ） 菅野(相模中学） 三宅(相模中学） 0

4-2 宮本(青葉ＴＴＣ） 安藤(相模中学） 阿部(平塚ろう学校） 1

2-1 加藤（ファイヤーズ）(相模中学） 影山(平塚ろう学校）

１位 ：加藤　衣純（ファイヤーズ）

２位 ：宮本　萌詩(青葉ＴＴＣ）

３位 岩元　文子（めじろ）

３位 ：倉田海音（ケン卓球クラブ）



⑧：女子４５才以上　決勝トーナメント １４・15コート

1-1 木村（つくし） 高橋恭(ﾏﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ）山﨑（Ｈａｓｗｅｌｌ）

3-2 安岡（ｌｅａｆ） 山口(南戸塚） 鈴木(金沢チェリー）

2-2 吉野(茶の実） 秋山(金沢チェリー）高橋(横浜市役所） 0
0

5-1 久保田（ｌｅａｆ） 高橋（すみれｸﾗﾌﾞ） 小池(金沢チェリー） 甲谷（ひさぎｸﾗﾌﾞ） 0

6-2 唐沢(磯子クラブ） 景山(金沢チェリー）井上（ｌｅａｆ） 山﨑（Ｈａｓｗｅｌｌ） 1

4-1 角 （きりがおか） 高階（ｌｅａｆ） 備賀（ＺＩＺＯ俱楽部） 山口(南戸塚） 0

3-1 安岡（ｌｅａｆ） 山口(南戸塚） 鈴木(金沢チェリー） 0

5-2 久保田（ｌｅａｆ） 高橋（すみれｸﾗﾌﾞ） 小池(金沢チェリー） 甲谷（ひさぎｸﾗﾌﾞ） 1
1

6-1 唐沢(磯子クラブ） 景山(金沢チェリー）井上（ｌｅａｆ） 山﨑（Ｈａｓｗｅｌｌ）

1-2 木村（つくし） 高橋恭(ﾏﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ）山﨑（Ｈａｓｗｅｌｌ）
0

0

4-2 角 （きりがおか） 高階（ｌｅａｆ） 備賀（ＺＩＺＯ俱楽部） 山口(南戸塚） 0

2-1 吉野(茶の実） 秋山(金沢チェリー）高橋(横浜市役所）

１位 ：木村　由美子（つくし）

２位 ：吉野　雅子(茶の実）

３位 ：景山　茉里(金沢チェリー）

３位 ：井上　晴美（ｌｅａｆ）



⑨：女子５５才以上　決勝トーナメント １６～１７コート

1-1 大槻(保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ） 田所(朝比奈ｸﾗﾌﾞ） 新井(横浜市役所）

6-2 石井(金沢チェリー）石川(三菜会） 山内（きりがおか） 松村(洋光台）

3-2 清水(金沢しいの実） 栗田（ひさぎｸﾗﾌﾞ） 城塚(南戸塚）
0

9-1 阿部（一一会） 渡辺(楽々スポーツ）小針(中クラブ） 宮川(個　　人）

8-1 鈴木(金沢しいの実）荻野（ハーモニー） 松山（パピ会） 藤田（ひさぎｸﾗﾌﾞ） 1
0

5-1 平川(茶の実） 寺田（すみれｸﾗﾌﾞ） 菅野(保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ） 古川(ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞ） 1

2-2 科野（ＮＥＸＴ） 増子（つくし） 川上（ＡＳＴＹ） 清水(金沢しいの実）

7-2 松野（ほおずき） 小澤（パレット） 加藤(金沢しいの実）武藤(美　　晴）
2

4-1 栗田(ひさぎｸﾗﾌﾞ） 亀山（Ｔ．Ｔクラブ） 遠山（ドリーム） 永松(東戸塚ＣＣ） 1
0

3-1 清水(金沢しいの実） 栗田（ひさぎｸﾗﾌﾞ） 城塚(南戸塚）

9-2 阿部（一一会） 渡辺(楽々スポーツ）小針(中クラブ） 宮川(個　　人）

5-2 平川(茶の実） 寺田（すみれｸﾗﾌﾞ） 菅野(保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ） 古川(ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞ） 2

6-1 石井(金沢チェリー）石川(三菜会） 山内（きりがおか） 松村(洋光台）
2

7-1 松野（ほおずき） 小澤（パレット） 加藤(金沢しいの実）武藤(美　　晴）
0

1-2 大槻(保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ） 田所(朝比奈ｸﾗﾌﾞ） 新井(横浜市役所）
0

4-2 栗田(ひさぎｸﾗﾌﾞ） 亀山（Ｔ．Ｔクラブ） 遠山（ドリーム） 永松(東戸塚ＣＣ）
0

1

8-2 鈴木(金沢しいの実）荻野（ハーモニー） 松山（パピ会） 藤田（ひさぎｸﾗﾌﾞ） 1
2

2-1 科野（ＮＥＸＴ） 増子（つくし） 川上（ＡＳＴＹ） 清水(金沢しいの実）

１位 ：大槻　一世(保土ヶ谷クラブ）

２位 ：阿部　美子(一一会）

３位 増子　愛子（つくし）

３位 ：松野　由美（ほおずき）



⑩：女子６５才以上　１位トーナメント １８～２０コート

1 小俣(個　　人） 小林（ゆうクラブ） 酒井(保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ） 1

9 石川(星和クラブ） 細貝(秋　　桜） 大久保（蛍） 藤江（さきがけ）

8 河野（ＮＥＸＴ） 平塚（茶の実） 小島（パピ会） 佐久間(洋光台） 0

5 天野（アルメリア） 上村（ドリーム） 深野（ブルバード） 増子(ｴﾝｼﾞｮｲｸﾗﾌﾞ） 2
0

1

12 船木（ＮＥＸＴ） 伊藤(中クラブ） 浜多（ＫＡＮＡ） 小関（ぷらす）

13 山本(磯子クラブ） 狩野(星和クラブ） 武田（ＫＡＮＡ） 横山（ひさぎクラブ） 1
2

4 堺田（ぽぷり） 岡田(茶の実） 影山（シンフォニー） 中山（ぽらす）

3 小玉（ひさぎｸﾗﾌﾞ） 豊田(南クラブ） 及川（ドリーム） 大島（さきがけ）

11 若松(大津同好会） 鳥原(竹山クラブ） 木村（こぶし） 内田（さきがけ）

6 中橋（ほおずき） 永野（茶の実） 堀内(洋光台） 加戸（さきがけ） 0
1

7 荻田（きりがおか） 江戸（ほおずき） 吉永(六つ卓クラブ） 本田(個　　人）
0

10 飯原(金沢しいの実） 野中(茶の実） 宮村(六つ卓クラブ）山本（ユ　　リ） 0
0

2 神谷(卓伸会） 中北(磯子クラブ） 市川ゆうクラブ）

１位 ：小玉　悦子（ひさぎクラブ）

２位 ：大久保　房子(蛍）

３位 ：中北　公子(磯子クラブ

３位 ：堺田　温子（ぽぷり）



⑩：女子６５才以上　２位トーナメント（３ゲームマッチ） ２０～２１コート

1 小俣(個　　人） 小林（ゆうクラブ） 酒井(保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ）

9 石川(星和クラブ） 細貝(秋　　桜） 大久保（蛍） 藤江（さきがけ）

8 河野（ＮＥＸＴ） 平塚（茶の実） 小島（パピ会） 佐久間(洋光台） 1
1

5 天野（アルメリア） 上村（ドリーム） 深野（ブルバード） 増子(ｴﾝｼﾞｮｲｸﾗﾌﾞ） 1
1

12 船木（ＮＥＸＴ） 伊藤(中クラブ） 浜多（ＫＡＮＡ） 小関（ぷらす）

13 山本(磯子クラブ） 狩野(星和クラブ） 武田（ＫＡＮＡ） 横山（ひさぎクラブ） 0
0

4 堺田（ぽぷり） 岡田(茶の実） 影山（シンフォニー） 中山（ぽらす）

3 小玉（ひさぎｸﾗﾌﾞ） 豊田(南クラブ） 及川（ドリーム） 大島（さきがけ）

11 若松(大津同好会） 鳥原(竹山クラブ） 木村（こぶし） 内田（さきがけ）
1

6 中橋（ほおずき） 永野（茶の実） 堀内(洋光台） 加戸（さきがけ） 1
0

7 荻田（きりがおか） 江戸（ほおずき） 吉永(六つ卓クラブ） 本田(個　　人）
0

0

10 飯原(金沢しいの実） 野中(茶の実） 宮村(六つ卓クラブ）山本（ユ　　リ） 0

2 神谷(卓伸会） 中北(磯子クラブ） 市川ゆうクラブ）

１位 ：小俣　洋子(個　　人）

２位 ：神谷　　恵美子(卓伸会）


