
平成２５年度横浜市民体育大会（ダブルスの部）

開催日：平成２５年８月１８日(日）
会　場：保土ケ谷スポーツセンター
主　催：横浜市市民局
　　　　 (公財)横浜市体育協会
主　管：横浜市卓球協会

①：男子一般　１位トーナメント １～５コート

阿部（ガヴァヌーラ） ・本岡(ﾁｰﾑＪＩＮ(仁））・荒井(氷取沢高校）

高橋 ・久保 ・岩崎

本田（青嵐クラブ） ・岸本（ＡＢＫ） ・清水(港北高） ・竹内（逗子開成高） 0

堀（友クラブ） ・安彦 ・高橋 ・守屋
0

吉原（若卓会） ・杉山(関東学院大） ・伊東(氷取沢高） ・半田（横浜ろう学校）

若林 ・鈴木 ・大菊 ・川口

君(関東学院大） ・小林孝(鷗球会） ・塚本(氷取沢高） ・高野(港北高）

砂川 ・小林拓 ・松本 ・平井

小室（ＵＮＩＯＮ） ・小林（ＴＰＭ） ・江坂(氷取沢高）

佐々木（浜川崎ｸﾗﾌﾞ）・松本（粟田ｸﾗﾌﾞ） ・大川 1

2

橋本（アイフル） ・伊藤(関東学院大） ・時松(平塚ろう学校）・上堀(氷取沢高）

中村(川崎あすなろ） ・内田 ・森井 ・黒川 0

金高(川崎あすなろ） ・渡邉(関東学院大） ・吉川(逗子開成高） ・蟹山(横浜ろう学校）

栗原 ・佐久間 ・金本 ・本橋

0

丸田(TEAM-ISOGO）・中西(水木会） ・雨宮(氷取沢高） ・岡澤(関東学院中）

岩楯 ・村田 ・澤田 ・高橋
0

藤森(関東学院大） ・大谷(ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛｽ） ・木島(氷取沢高） ・三浦(港北高）

綾部 ・椿原 ・武藤 ・望月 1

0

新井(関東学院大） ・広瀬（全農） ・榊原(氷取沢高） ・三上（逗子開成高）

馬内 ・佐藤 ・済田 ・神田

簫（太洋歯科） ・玉木（ﾌｧｲﾔｰｽﾞ） ・胡(港北高） ・岡本（平塚ろう学校）

松井 ・富樫（市役所） ・渡邉 ・堀口 0

園山(青嵐クラブ） ・尾登(関東学院大） ・松本(氷取沢高） ・金子(港北高）

坂野(日産追浜） ・大畑 ・原口 ・都築 0

１位：阿部・高橋（ガヴァヌーラ）

２位：新井・馬内(関東学院大学）

３位：君・砂川(関東学院大学）

３位：吉川・金本(逗子開成高校）
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②・③：男子１１０才以上　決勝トーナメント １０～１２コート

酒向（大正同好会） ・高木(卓友） ・永安(ＨａｍａＷｉｎｇ）

室井 ・吉川 ・川辺

2

鈴木(神南クラブ） ・下東(大正同好会） ・藤沼（ＨａｍａＷｉｎｇ） 2

織田 ・新野 ・房宗
0

山本(明卓会） ・下村(AGCクラブ） ・角田（ＭＴＣ） ・山岬（さきがけ） 0

小倉 ・大野 ・長田(神南クラブ） ・塩澤

春藤（明卓会） ・多田(神南クラブ） ・工藤（卓友） ・鎌田（ＹＴＣ） 0

村林 ・平尻 ・竹田 ・斉藤

橋本(川崎あすなろ） ・渡辺（ＨａｍａＷｉｎｇ）・長田(神南クラブ） ・吉田（六つ卓ｸﾗﾌﾞ）

木虎 ・宇田川 ・小河原 ・関本

鈴木(神南クラブ） ・下東(大正同好会） ・藤沼（ＨａｍａＷｉｎｇ）

織田 ・新野 ・房宗
0

酒向（大正同好会） ・高木(卓友） ・永安(ＨａｍａＷｉｎｇ）

室井 ・吉川 ・川辺 0

橋本(川崎あすなろ） ・渡辺（ＨａｍａＷｉｎｇ）・長田(神南クラブ） ・吉田（六つ卓ｸﾗﾌﾞ） 1

木虎 ・宇田川 ・小河原 ・関本
0

春藤（明卓会） ・多田(神南クラブ） ・工藤（卓友） ・鎌田（ＹＴＣ）

村林 ・平尻 ・竹田 ・斉藤

山本(明卓会） ・下村(AGCクラブ） ・角田（ＭＴＣ） ・山岬（さきがけ）

小倉 ・大野 ・長田(神南クラブ） ・塩澤

１位：山本・小倉(明卓会）
２位：橋本・木虎(川崎あすなろ）
３位：鈴木・織田（神南クラブ）
３位：酒向・室井(大正同好会）
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⑤：女子一般　決勝トーナメント １３～１５コート

滝沢（三菜会） ・徐 (浜川崎クラブ） ・松野（ほおずき） ・城塚(南戸塚）

尾留川 ・岡 ・南 ・梅本

2

中村(TEAM-ISOGO）・小川(川崎あすなろ）・鳥羽（鴨居クラブ） ・西川彩（青嵐ｸﾗﾌﾞ）

三好 ・内田 ・安藤 ・西川翔（太洋ｼﾞｭﾆｱ）

0

山口(川崎あすなろ） ・小池（金沢チェリー）・川口（ＳＴＣ） ・佐藤（ピスタチオ）

栗野 ・鈴木 ・小林 ・菅原 0

田村（ａｌｐｈａ） ・高橋（ＪＦＥ） ・蒔田（ふたばクラブ）・関谷(関東学院中）

宮坂（ひまわり） ・古賀 ・三村 ・安田

佐藤(川崎あすなろ） ・安岡（Ｌｅａｆ） ・田中（ひさぎクラブ）・垣花（さくらんぼ）

大島 ・五十嵐 ・甲谷 ・石浦 1

中村(TEAM-ISOGO）・小川(川崎あすなろ）・鳥羽（鴨居クラブ） ・西川彩（青嵐ｸﾗﾌﾞ）

三好 ・内田 ・安藤 ・西川翔（太洋ｼﾞｭﾆｱ）

0

滝沢（三菜会） ・徐 (浜川崎クラブ） ・松野（ほおずき） ・城塚(南戸塚）

尾留川 ・岡 ・南 ・梅本 2

佐藤(川崎あすなろ） ・安岡（Ｌｅａｆ） ・田中（ひさぎクラブ）・垣花（さくらんぼ）

大島 ・五十嵐 ・甲谷 ・石浦 1

2

田村（ａｌｐｈａ） ・高橋（ＪＦＥ） ・蒔田（ふたばクラブ）・関谷(関東学院中）

宮坂（ひまわり） ・古賀 ・三村 ・安田 1

山口(川崎あすなろ） ・小池（金沢チェリー）・川口（ＳＴＣ） ・佐藤（ピスタチオ）

栗野 ・鈴木 ・小林 ・菅原

１位：高橋・古賀（ＪＦＥ）

２位：山口・栗野(川崎あすなろ）

３位：滝沢・尾留川(三菜会）

３位：小川・内田(川崎あすなろ）
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⑥：女子１１０才以上　決勝トーナメント １６～１８コート

池上(川崎あすなろ） ・野村（そよ風） ・相馬（綱島クラブ） ・山田（ひまわり）

土岐 ・佐々木 ・桜井 ・藤田

0

金尾（金沢チェリー） ・高橋(川ﾚ・かすみ草）・土屋(卓友） ・渡辺(楽々ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ） 2

川上 ・神山 ・金江（ハイランド） ・蟹江
1

大谷（芹が谷クラブ） ・戸上（ベアーズ） ・藤田（きらり☆） ・武吉（ＨａｍａＷｉｎｇ） 2

内海 ・平野 ・原田 ・堺（いちょう会）

錦織（卓友） ・渡辺（芹が谷クラブ）・村瀬（ベアーズ） ・大野（くるみ） 2

荒牧 ・寺畑 ・飯村 ・西原

武村（さくらぐみ） ・石井(金沢チェリー）・城塚（南戸塚） ・相原（茶の実）

棚橋 ・久代 梅本 ・佐藤

金尾（金沢チェリー） ・高橋(川ﾚ・かすみ草）・土屋(卓友） ・渡辺(楽々ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ） 0

川上 ・神山 ・金江（ハイランド） ・蟹江
0

池上(川崎あすなろ） ・野村（そよ風） ・相馬（綱島クラブ） ・山田（ひまわり）

土岐 ・佐々木 ・桜井 ・藤田

武村（さくらぐみ） ・石井(金沢チェリー）・城塚（南戸塚） ・相原（茶の実）

棚橋 ・久代 梅本 ・佐藤
0

錦織（卓友） ・渡辺（芹が谷クラブ）・村瀬（ベアーズ） ・大野（くるみ）

荒牧 ・寺畑 ・飯村 ・西原 1

大谷（芹が谷クラブ） ・戸上（ベアーズ） ・藤田（きらり☆） ・武吉（ＨａｍａＷｉｎｇ）

内海 ・平野 ・原田 ・堺（いちょう会）

１位：大谷・内海(芹が谷クラブ）

２位：武村・棚橋（さくらぐみ）

３位：池上・土岐(川崎あすなろ）

３位：相馬・桜井(綱島クラブ）
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⑦：女子１２５才以上　１位トーナメント ２２～２５コート

堺田（ぽぷり） ・蛭田（メロン） ・福田（かもめ会） ・清水（横浜白鵬ｸﾗﾌﾞ） 0

武藤 ・堀内 ・川畑 ・福寿

0

伏見（秋桜） ・井上（卓友） ・雨宮（あじさい） ・桜井（みねクラブ）

松島 ・山口 ・百田 ・高梨

堀井（保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ）・合川（二俣川クラブ）・小杉（きらり☆） ・鶴見（ラビット２）

菅野 ・川瀬 ・久木崎 ・浜多 0

太田（ＯＮクラブ） ・桑山（三ツ沢クラブ）・三上（中クラブ） ・布川（ラブオール）

野村 ・窪田 ・江本 ・貫洞

阿部（二俣川ｸﾗﾌﾞ） ・山本（あすなろ） ・矢部（つくし） ・山崎（千丸台ｸﾗﾌﾞ）

内田 ・井手 ・吉田 ・兵土 0

黒沼（ぽぷり） ・吉田（みねクラブ） ・岡田（茶の実） ・小林（スマッシュ） 2

菅原 ・町田 ・春日井 ・矢田
2

池田（中沢クラブ） ・森田（河合クラブ） ・新田（篠原クラブ） ・進藤（千丸台ｸﾗﾌﾞ）

奈良崎（個人） ・行川 ・小川 ・飯村（ｱｶｼｱｸﾗﾌﾞ）

1

内藤（卓友） ・雑賀（篠原クラブ） ・吉岡（ラブオール） ・高橋（みねクラブ）

高橋 ・海老澤 ・柾谷 ・武藤

小玉（ひさぎｸﾗﾌﾞ） ・土橋（アイリス） ・川口（ラブオール） ・吉田（アップル）

新井（南クラブ） ・玉石 ・干川 ・北村 1

１位：太田・野村（ＯＮクラブ）
２位：内藤・高橋(卓　　友）
３位：池田・奈良崎(中沢クラブ・個人）
３位：伏見・松島(秋　　桜）

6

7

4

3

2

1

9

8

5



Ⅱ：混合ダブルス　１位トーナメント １～１６コート

金高（川崎あすなろ）・川辺（ＨａｍａＷｉｎｇ）・村林（明卓会） ・園山(青嵐クラブ）

山口 ・江本（中クラブ） ・玉石（アイリス） ・高橋（ＪＦＥ）

下東(大正同好会） ・竹田(卓友） ・藤田(ｴﾝｼﾞｮｲｸﾗﾌﾞ） 0

堺田 ・山口 ・大森
1

馬内(関東学院大） ・渡辺(明卓会） ・藤野(木曜友の会）

中村 ・芦澤(篠原クラブ） ・清水

工藤(卓友） ・中村(川崎あすなろ）・井上晴（Ｌｅａｆ）

錦織 ・内田 ・井上裕（相模原ｼﾞｭﾆｱ）

藤沼（ＨａｍａＷｉｎｇ） ・佐々木（浜川崎ｸﾗﾌﾞ）・八畑(田園調布学園大）

三上(中ラブ） ・佐久間 ・梶山 1

2

木虎(川崎あすなろ） ・堀輝(友クラブ） ・高原(南戸塚） 1

小川 ・堀広（Ｌｅａｆ） ・梅本
0

丸田(TEAM-ISOGO）・高木(卓友） ・高田博（ゆうクラブ）・渡辺(HamaWing）

三好 ・荒牧 ・高田ト ・棚橋（さくらぐみ）

本田（青嵐クラブ） ・小室（ＵＮＩＯＮ） ・吉川（卓友） ・宇田川(HamaWing） 2

五十嵐（Ｌｅａｆ） ・徐（浜川崎クラブ） ・井上 ・武村（さくらぐみ）

1

永安（ＨａｍａＷｉｎｇ） ・橋本(川崎あすなろ）・岩田（ルクサージュ） 0

武吉 ・土岐 ・金江

岩楯(TEAM-ISOGO）・春藤(明卓会） ・宮台(ｴﾝｼﾞｮｲｸﾗﾌﾞ）

中村 ・土橋（アイリス） ・増子
0

橋本（アイフル） ・大野(卓友） ・兼崎(翔ＫＡＫＥＲＵ） 0

佐藤(川崎あすなろ） ・土屋 ・蒔田
1

新野(大正同好会） ・山本(明卓会） ・林(木曜友の会）

武藤 ・田村（ａｌｐｈａ） ・高田

福元（川崎あすなろ）・小倉（明卓会） ・房宗（ＨａｍａＷｉｎｇ）・坂野(日産追浜）

栗野 ・宮坂（ひまわり） ・堺 ・古賀（ＪＦＥ）

１位：金高・山口（川崎あすなろ）
２位：坂野・古賀(日産追浜・ＪＦＥ）
３位：中村・内田(川崎あすなろ）
３位：岩楯・中村(TEAM-ISOGO）
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