
日　時　　平成２４年1１月１１日（日）
主　催　　横浜市民局
　　　　　　（公財）横浜市体育協会
主　管　　横浜市卓球協会
会　場　　戸塚スポーツセンター

①：男子一般　１位トーナメント ２２～２５コート

畑野(ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ）清水(南戸塚） 平居（スリースター）

伏見 高原 永山
1

岩﨑(個　人） 松田(横浜国立大） 木下(一球クラブ） 田中(末吉会） 1

土山（いちょう会） 櫻井 横山 伊礼
2

近藤（ＪＦＥ） 鵜飼(関東学院大） 斉藤（ＹＴＣ） 安井(ｻﾚｼﾞｵ学院中）

下玉利 矢田 佐藤 横田
1

山上(藤クラブ） 板谷(横浜国立大） 市原（Ｕｎｉｏｎ） 加藤(総研大クラブ） 1

三永 佐伯 梅原 五條堀

前谷(関東学院大） 小原(ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ）浪石（スリースター）亀田（もとみちｰｽﾞ）

高橋 谷(東京都市大） 松崎 三木

冨永(横浜国立大） 高橋（ＢＯＹ選抜） 槙島(Hama　Wing） 大津（フリー）

青山 五十嵐 古賀 山崎 2

藤森(関東学院大） 丸山(大正同好会） 金丸（Ｕｎｉｏｎ） 玉木(ﾌｧｲﾔｰｽﾞ）

綾部 海津 渡辺 加藤
0

松山(横浜市役所） 藤本(横浜国立大） 園山(青嵐クラブ） 渡邉泰(早稲田実業高）

平川 末松 土本（ＪＦＥ） 岩渕
0

松下(横浜国立大） 国分(ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ）清水（スリースター）高橋(霧が丘高）

中澤 橋本(東京都市大） 阿久津 西山 1

悴田(明治学院大） 小池(横浜国立大） 根本（もとみちｰｽﾞ）松岡(個　人）

金丸 永野 森 種市
0

住岡慎(南戸塚） 新井(関東学院大） 郡司（スリースター）保井(ｻﾚｼﾞｵ学院中）

住岡祐 君 高橋 坂井 2

西川（ＦＡＭＩＬＹ） 小川(横浜国立大） 山田（ＳＡＫＵＲＡ）

安宅 下地 大口

1位：西川・安宅（ＦＡＭＩＬＹ）

2位：小原・谷（スグルミュージック・東京都市大学）

3位：金丸・渡辺（Ｕｎｉｏｎ）

畑野・伏見（スグルミュージック）

②：男子110才以上　決勝トーナメント ２９コート

高松（ヨーラクラブ）蜂谷(神奈川県庁） 竹田(卓　友）

高橋 瀬木 吉川
1

大場（追浜クラブ） 池田(大正同好会） 鎌田(ＹＴＣ） 鈴木(滝の沢）

長谷川(明卓会） 飯田 内藤 宮崎 2

高松（ヨーラクラブ）蜂谷(神奈川県庁） 竹田(卓　友） 0

高橋 瀬木 吉川

大場（追浜クラブ） 池田(大正同好会） 鎌田(ＹＴＣ） 鈴木(滝の沢）

長谷川(明卓会） 飯田 内藤 宮崎

1位：池田・飯田(大正同好会）

2位：高松・高橋（ヨーラクラブ）
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③：男子１２５才以上　決勝トーナメント １・２・（３）コート

伊東（さくらクラブ） 藤沼(Hama　Wing） 笹岡(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会） 0

水島 房宗 江野沢(個　人）

佐藤(Hama　Wing） 多田(神南クラブ） 宮崎(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）鈴木(東戸塚）

安斉 平尻 原田 金子

茂木(大正同好会） 春藤(明卓会） 高橋(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）

下東 阿部 河本 1

鈴木(神南クラブ） 大坂(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）角田（ＭＴＣ） 吉野（ＹＴＴＣ）

織田 本田 渡辺 服部
2

酒向(大正同好会） 宇田川(HamaWing）吉田(六ﾂ卓クラブ） 須貝（ＹＴＣ）

室井 渡辺 奥田 岡本 1

佐藤(Hama　Wing） 多田(神南クラブ） 宮崎(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）鈴木(東戸塚）

安斉 平尻 原田 金子

伊東（さくらクラブ） 藤沼(Hama　Wing） 笹岡(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）

水島 房宗 江野沢(個　人） 2

酒向(大正同好会） 宇田川(HamaWing）吉田(六ﾂ卓クラブ） 須貝（ＹＴＣ）

室井 渡辺 奥田 岡本 0

鈴木(神南クラブ） 大坂(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）角田（ＭＴＣ） 吉野（ＹＴＴＣ）

織田 本田 渡辺 服部 0

0

茂木(大正同好会） 春藤(明卓会） 高橋(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）

下東 阿部 河本 0

1位：佐藤・安斉(Hama　Wing）

2位：宮崎・原田(横浜ベテラン会）

3位：鈴木・織田(神南クラブ）

宇田川・渡辺(Hama　Wing）

⑤：女子一般　１位トーナメント （４）・５・６コート

滝沢(三菜会） 山岸（Ｕｎｉｏｎ） 山本（ハーモニー）

尾留川 小木曾 緒方(個　人）

若林(横浜国立大） 山本（ＪＦＥ） 寺畑(芹が谷ｸﾗﾌﾞ） 西原（やまびこｸﾗﾌﾞ） 0

大木 中山 赤畑 大野
2

大槻（ＢＯＹ選抜） 斉藤(明治学院大） 城塚(南戸塚） 佐藤(川ﾚ・アリス）

長谷川（ＦＡＭＩＬＹ）瀧澤 梅本 西村

岡本（Ｔ．Ｔクラブ） 常石(横浜国立大） 福島（レインボー）

島村 古市 矢萩

土井（ＪＦＥ） 竹下（Ｕｎｉｏｎ） 三好(浜川崎クラブ）山口(南戸塚）

古賀 今井 中村(TEAM-ISOGO） 野崎 2

0

高倉（ＭＤジュニア）里見(横浜国立大） 菊池（Ｕｎｉｏｎ） 渡辺(楽々ｽﾎﾟｰﾂ） 2

小清水（チャパン） 石崎 星川 蟹江
1

福島(明治学院大） 遠藤(綱島クラブ） 桐本（ＳＡＫＵＲＡ） 今井（アプリコ）

門田 本郷 篠崎 笠巻

1位：滝沢・尾留川(三菜会）

2位：岡本・島村（Ｔ．Ｔクラブ）
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⑥：女子110才以上　決勝トーナメント ９～１２コート

中村（あすなろ） 遠藤(明浜卓球） 桜井（みねクラブ）

河津 佐々木 毛海
0

佐藤（さくらぐみ） 科野（さつき） 宇野（ミント） 松岡(芹が谷ｸﾗﾌﾞ）

棚橋 桐生 東 三澤
0

小林（ジャスミン） 錦野(Hama　Wing） 鈴木(川ﾚ・新林） 大池(金沢しいに実）

前田 武吉 中島 加藤 0

緑川(京文会） 徳山(藤クラブ） 鈴木（すみれｸﾗﾌﾞ） 安西(磯子クラブ） 1

内藤 石塚 佐藤 高橋

中島(磯子クラブ） 瀬戸(川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ）坂元(中クラブ） 松山（パピ会）

平尾 小林 岡本 新川

土山（シュガー） 貝原(Hama　Wing） 武藤（川ﾚ・新林） 伊藤(中クラブ）

宮崎 森野 杠 小針 1

中島(磯子クラブ） 瀬戸(川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ）坂元(中クラブ） 松山（パピ会）

平尾 小林 岡本 新川
1

土山（シュガー） 貝原(Hama　Wing） 武藤（川ﾚ・新林） 伊藤(中クラブ）

宮崎 森野 杠 小針
1

佐藤（さくらぐみ） 科野（さつき） 宇野（ミント） 松岡(芹が谷ｸﾗﾌﾞ）

棚橋 桐生 東 三澤 1

2

中村（あすなろ） 遠藤(明浜卓球） 桜井（みねクラブ） 1

河津 佐々木 毛海
0

緑川(京文会） 徳山(藤クラブ） 鈴木（すみれｸﾗﾌﾞ） 安西(磯子クラブ）

内藤 石塚 佐藤 高橋

小林（ジャスミン） 錦野(Hama　Wing） 鈴木(川ﾚ・新林）

前田 武吉 中島

1位：瀬戸・小林(川崎レディース）

2位：小林・前田（ジャスミン）

3位：中村・河津（あすなろ）

　 中島・平尾(磯子クラブ）

⑦：女子125才以上　１位トーナメント １３～１６コート

太田（ＯＮクラブ） 桑原（いいじま） 堀井(保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ） 八住(港南クラブ）

野村 福原 菅野 杉山

村田（きりがおか） 石塚(磯子クラブ） 浅井(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）吉村(港南クラブ） 1

沼岡 秋本 神吉(ﾐﾄﾞﾙｽﾏｯｼｭ） 岩橋
1

阿部(洋光台） 原　(秋　　桜） 岡本（あじさい）

永松 上條 林

小玉（ひさぎクラブ）萩　(港南クラブ） 相田(藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ）吉岡（ラブオール）

栗田 立石(個　人） 赤尾 南雲
1

松島(芹が谷ｸﾗﾌﾞ） 山木(磯子クラブ） 大畠(港南クラブ） 布川（ラブオール）

内海 栗山 尾上 貫洞 1

1

堺田（ぽぷり） 穂積(南クラブ） 石川(星和クラブ）畑　(竹山クラブ）
武藤 藤尾 狩野 白井（みどり）

立石（あすなろ） 谷口(磯子クラブ） 武田（ＫＡＮＡ）

兵頭 浜田 浜多（スマッシュ）
1

鈴木(明卓会） 堀尾（ひさぎｸﾗﾌﾞ） 雨宮（あじさい） 平塚(茶の実）

大久保(横ﾍﾞ会） 犬飼 百田 岡田
1

黒沼（ぽぷり） 井上(卓　友） 田村（こぶし） 佐藤（すみれｸﾗﾌﾞ）

菅原 山口 佐久間 藤田（パピ会） 0

2
斉川(磯子クラブ） 若原(綱島クラブ） 小関（ぷらす） 金木（パピ会）

細野 岡 吉野 小島
0

高橋(港南クラブ） 江本(中クラブ） 福田（かもめ会）

武村（さくらぐみ） 三上 川畑 2

柳　（しらとり） 秋本(南クラブ） 川崎(中クラブ） 松田(港南クラブ）

清水 高久 垣塚 高瀬

1位：桑原・福原（いいじま）

2位：柳・清水（しらとり）

3位：堺田・武藤(ぽぷり）

立石・兵頭（あすなろ）
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混合ダブルス　決勝トーナメント １～７コート

飯田(大正同好会） 土山（いちょう会） 高橋（スリースター） 0

河合 棚橋（さくらぐみ） 塩澤

三永(藤クラブ） 山田（ＳＡＫＵＲＡ） 藤田（エンジョイクラブ） 1

石塚 桐本 大森

佐伯(横浜国立大） 藤沼(Hama　Wing） 郡司（スリースター）

若林 高橋(港南クラブ） 高橋

尾留川一(日産追浜）下玉利（ＪＦＥ） 阿部(明卓会）

尾留川直(三菜会） 山本 鈴木
0

高橋（ＢＯＹ選抜） 小池(横浜国立大） 葛　（スリースター）
大槻 大木 井上 1

西川（ＦＡＭＩＬＹ） 佐藤(Hama　Wing） 鈴木正(滝の沢）

岡本 森野 鈴木菜

0

瀬木（チャパン） 永野(横浜国立大） 本田(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）

小清水 常石 神吉(ﾐﾄﾞﾙｽﾏｯｼｭ） 1

1

末松(横浜国立大） 土本（ＪＦＥ） 成田（さきがけ）

石崎 古賀 中島

高松（ヨーラクラブ）渡辺（Ｕｎｉｏｎ） 竹田(卓　友）

前田（ジャスミン） 竹下 山口 2

松田(横浜国立大） 宇田川(HamaWing）甲斐一(個　人）

古市 武吉 甲斐美

0

蜂谷(神奈川県庁） 市原（Ｕｎｉｏｎ） 大口（ＳＡＫＵＲＡ）

高倉(MDジュニア） 山岸 篠崎 2

2

五十嵐（ＢＯＹ選抜）金丸（Ｕｎｉｏｎ） 安斉（Hama　Wing）

長谷川（ＦＡＭＩＬＹ）今井 貝原

池田(大正同好会） 園山(青嵐クラブ） 阿久津（スリースター）

足立 中山（ＪＦＥ） 笹生 1

安宅（ＦＡＭＩＬＹ） 梅原（Ｕｎｉｏｎ） 宮崎(滝の沢） 1

島村（Ｔ．Ｔクラブ） 小木曾 菊地

丸山(大正同好会） 吉川(卓　友） 房宗(Hama　Wing）

滝沢(三菜会） 井上 武村（さくらぐみ） 2

岩﨑(個　人） 松下(横浜国立大） 大坂(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）

佐藤（さくらぐみ） 里見 浅井

近藤（ＪＦＥ）・山上(藤ｸﾗﾌﾞ）・渡辺(HamaWing）・清水（ｽﾘｰｽﾀｰ）

土井　　　　徳山　　　　　　錦野　　　　　　　杉山 1

0

高橋（ヨーラクラブ）春藤(明卓会） 小保方（浜川崎ｸﾗﾌﾞ）

小林（ジャスミン） 大久保(横べ会） 三好 0

１位：佐伯・若林(横浜国立大学）

２位：安宅・島村(FAMILY・Ｔ．Ｔクラブ）

３位：土本・古賀（ＪＦＥ）

五十嵐・長谷川(BOY選抜・FAMILY）
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混合ダブルス　決勝トーナメント １～７コート 賞品：４位まで

飯田(大正同好会） 土山（いちょう会） 高橋（スリースター） 0

河合 棚橋（さくらぐみ） 塩澤

三永(藤クラブ） 山田（ＳＡＫＵＲＡ） 藤田（エンジョイクラブ） 1

石塚 桐本 大森

佐伯(横浜国立大） 藤沼(Hama　Wing） 郡司（スリースター）

若林 高橋(港南クラブ） 高橋

尾留川一(日産追浜）下玉利（ＪＦＥ） 阿部(明卓会）

尾留川直(三菜会） 山本 鈴木
0

高橋（ＢＯＹ選抜） 小池(横浜国立大） 葛　（スリースター）
大槻 大木 井上 1

西川（ＦＡＭＩＬＹ） 佐藤(Hama　Wing） 鈴木正(滝の沢）

岡本 森野 鈴木菜

0

瀬木（チャパン） 永野(横浜国立大） 本田(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）

小清水 常石 神吉(ﾐﾄﾞﾙｽﾏｯｼｭ） 1

1

末松(横浜国立大） 土本（ＪＦＥ） 成田（さきがけ）

石崎 古賀 中島

高松（ヨーラクラブ）渡辺（Ｕｎｉｏｎ） 竹田(卓　友）

前田（ジャスミン） 竹下 山口 2

松田(横浜国立大） 宇田川(HamaWing）甲斐一(個　人）

古市 武吉 甲斐美

0

蜂谷(神奈川県庁） 市原（Ｕｎｉｏｎ） 大口（ＳＡＫＵＲＡ）

高倉(MDジュニア） 山岸 篠崎 2

2

五十嵐（ＢＯＹ選抜）金丸（Ｕｎｉｏｎ） 安斉（Hama　Wing）

長谷川（ＦＡＭＩＬＹ）今井 貝原

池田(大正同好会） 園山(青嵐クラブ） 阿久津（スリースター）

足立 中山（ＪＦＥ） 笹生 1

安宅（ＦＡＭＩＬＹ） 梅原（Ｕｎｉｏｎ） 宮崎(滝の沢） 1

島村（Ｔ．Ｔクラブ） 小木曾 菊地

丸山(大正同好会） 吉川(卓　友） 房宗(Hama　Wing）

滝沢(三菜会） 井上 武村（さくらぐみ） 2

岩﨑(個　人） 松下(横浜国立大） 大坂(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）

佐藤（さくらぐみ） 里見 浅井

近藤（ＪＦＥ）・山上(藤ｸﾗﾌﾞ）・渡辺(HamaWing）・清水（ｽﾘｰｽﾀｰ）

土井　　　　徳山　　　　　　錦野　　　　　　　杉山 1

0

高橋（ヨーラクラブ）春藤(明卓会） 小保方（浜川崎ｸﾗﾌﾞ）

小林（ジャスミン） 大久保(横べ会） 三好 0
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