
開催日：平成26年7月6日(日）
会　場 ：戸塚スポーツセンター
主　催 ：(公財)横浜市体育協会
共　催 ：横浜市市民局
主　管 ：横浜市卓球協会

①：男子一般　決勝トーナメント １～７コート

園山（青嵐ｸﾗﾌﾞ） ・田中(ふえすと） ・村上(１１ＡＭ） ・根本(個　　人）

山本（ＪＦＥ） ・井手下 ・鳴海 ・中井

1

渡辺（遊　　神） ・古賀（神奈川大学）・玉木(ファイヤーズ）・細野（ＴＯＰ－３）

後藤 ・井上 ・加藤 ・林
1

藤原（日立ＴＣ） ・井口(神奈川大学） ・畑野(ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ）・大橋（個　　人）

髙橋 ・大貫 ・佐藤(新栄高校） ・加藤 1

丸田(TEAM-ISOGO）・北原(神奈川大学） ・内田(クラブＱ） ・高橋(ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ）

吉田 ・小島 ・市川 ・小岩(新栄高校）

小原（ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ）・町田（ＨＡＺＡＷＡ） ・三田(ＭＤジュニア）・森井(平塚ろう学校）

橋本 ・北野 ・後藤(綾瀬高校） ・菅原 0 2

鈴木（神奈川大学） ・金田(鎌倉卓球ｸﾗﾌﾞ）・清水(南戸塚） ・森川(ＴＯＰ－３）

安藤 ・守屋 ・高原 ・服部
1

藤森(ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ） ・渋谷(Ｂ－Ｔｅａｍ） ・阿部(ＭＤ相模） ・堀口(平塚ろう学校）

穴原 ・弓削 ・島村（ＭＤジュニア）・二階堂 1

1

住岡(南戸塚） ・宮崎(TEAM-ISOGO）・石井(神奈川大学） ・早山(新栄高校） 0

住岡 ・三留（Ｕｎｉｏｎ） ・高橋 ・平田

篠崎(日産追浜） ・清水(遊　　神） ・松尾(ファイヤーズ）・鹿内(ＴＯＰ－３）

向山 ・中野 ・佐藤 ・近藤

住岡(南戸塚） ・宮崎(TEAM-ISOGO）・石井(神奈川大学） ・早山(新栄高校） 1

住岡 ・三留（Ｕｎｉｏｎ） ・高橋 ・平田

鈴木（神奈川大学） ・金田(鎌倉卓球ｸﾗﾌﾞ）・清水(南戸塚） ・森川(ＴＯＰ－３）

安藤 ・守屋 ・高原 ・服部
2

篠崎(日産追浜） ・清水(遊　　神） ・松尾(ファイヤーズ）・鹿内(ＴＯＰ－３） 2

向山 ・中野 ・佐藤 ・近藤
1

坂田（日立ＴＣ） ・井口(神奈川大学） ・畑野(ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ）・大橋（個　　人）

髙橋 ・大貫 ・佐藤(新栄高校） ・加藤

渡辺（遊　　神） ・古賀（神奈川大学）・玉木(ファイヤーズ）・細野（ＴＯＰ－３）

後藤 ・井上 ・加藤 ・林
0

園山（青嵐ｸﾗﾌﾞ） ・田中(ふえすと） ・村上(１１ＡＭ） ・根本(個　　人）

山本（ＪＦＥ） ・井手下 ・鳴海 ・中井 1

小原（ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ）・町田（ＨＡＺＡＷＡ） ・三田(ＭＤジュニア）・森井(平塚ろう学校） 0

橋本 ・北野 ・後藤(綾瀬高校） ・菅原
1

丸田(TEAM-ISOGO）・北原(神奈川大学） ・内田(クラブＱ） ・高橋(ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ）

吉田 ・小島 ・市川 ・小岩(新栄高校）

藤森(ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ） ・渋谷(Ｂ－Ｔｅａｍ） ・阿部(ＭＤ相模） ・堀口(平塚ろう学校）

穴原 ・弓削 ・島村（ＭＤジュニア）・二階堂

１位：藤森･穴原（スグルミュージック）

２位：北原・小島(神奈川大学）

３位：金田・守屋(鎌倉卓球クラブ）

３位：篠崎・向山(日産追浜）
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平成26年度横浜市民体育大会(卓球競技）
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②：男子９０才以上　決勝トーナメント ２２・２３コート

河合（鶴間公園俱） ・䔥(太洋歯科） ・森(横浜市役所） ・川畑（サンＴＣ） ・福田（アリス）

奥山 ・松井 ・山田 ・大森 ・宮崎

織田(神南クラブ） ・葉(太洋歯科） ・吉田（ル・クール） ・流石(不入斗ｸﾗﾌﾞ） ・沖(総研大ｸﾗﾌﾞ）

志田 ・遠藤 ・蕏塚 ・皆川 ・松村 0

河合（鶴間公園俱） ・䔥(太洋歯科） ・森(横浜市役所） ・川畑（サンＴＣ） ・福田（アリス）

奥山 ・松井 ・山田 ・大森 ・宮崎
1

織田(神南クラブ） ・葉(太洋歯科） ・吉田（ル・クール） ・流石(不入斗ｸﾗﾌﾞ） ・沖(総研大ｸﾗﾌﾞ）

志田 ・遠藤 ・蕏塚 ・皆川 ・松村 0

１位：河合・奥山(鶴間公園倶楽部）

２位：蕭・松井(大洋歯科）

③：男子１２０才以上　決勝トーナメント ８コート

飯田(大正同好会） ・鈴木(神南クラブ） ・宮崎(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）・下村（ＡＧＣクラブ）

蜂谷 ・山田(個　　人） ・原田 ・牧野

佐藤(HamaWing） ・岡本(茅ヶ崎クラブ）・室井(大正同好会） ・高橋（ＡＧＣクラブ）

宮崎 ・喜志 ・下東 ・大野 0

飯田(大正同好会） ・鈴木(神南クラブ） ・宮崎(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）・下村（ＡＧＣクラブ）

蜂谷 ・山田(個　　人） ・原田 ・牧野
0

佐藤(HamaWing） ・岡本(茅ヶ崎クラブ）・室井(大正同好会） ・高橋（ＡＧＣクラブ）

宮崎 ・喜志 ・下東 ・大野 2

１位：飯田・蜂谷(大正同好会）

２位：宮崎・原田(横浜ベテラン会）

④：男子１４０才以上　決勝トーナメント ２４コート

照井(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会） ・藤井（Ｙ卓会） ・田村(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）・角田（ＭＴＣ） 0

遠藤 ・宇田川(HamaWing）・岸 ・南部（アイガー）

宮川(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会） ・吉田(六つ卓クラブ）・滝（サンＴＣ）

添田 ・関本 ・比護

茂木(大正同好会） ・井伊(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）・宮田(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）・及川(東戸塚）

酒向 ・本田 ・住田 ・金子 1

宮川(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会） ・吉田(六つ卓クラブ）・滝（サンＴＣ） 0

添田 ・関本 ・比護

照井(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会） ・藤井（Ｙ卓会） ・田村(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）・角田（ＭＴＣ）

遠藤 ・宇田川(HamaWing）・岸 ・南部（アイガー）

1

茂木(大正同好会） ・井伊(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）・宮田(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）・及川(東戸塚）

酒向 ・本田 ・住田 ・金子 2

１位：宮川・添田(横浜ベテラン会）

２位：照井・遠藤(横浜ベテラン会）
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⑥：女子一般　決勝トーナメント １３～１６コート

髙橋（花冠） ・加藤　(市役所） ・竹中　（ふえすと）

山本(JFE） ・藤岡 ・志村

中村(TEAM-ISOGO）・霞(神奈川大学） ・沖（ＳＴＣ） ・高倉（綾瀬高校）

松尾 ・赤池 ・村田 ・牧野 0

1

石井(チャイム） ・川端（鎌倉卓球ｸﾗﾌﾞ）・宗形（磯子クラブ） ・佐藤（バンビ） 0

松井 ・金田 ・高橋 ・阿部
0

8-1 田村（ａｌｐｈ） ・安島(TEAM-ISOGO）・高梨（みねクラブ）

芦沢 ・安島 ・高柳
0

島村（ＭＤ相模） ・川俣（神奈川大学）・川口（ＳＴＣ） ・梅本(南戸塚）

阿部 ・石黒 ・小林 ・山口

滝沢(三菜会） ・黒澤(町田ｻﾙﾋﾞｱ） ・遠藤（明浜卓球） ・今井（ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ）

尾留川 ・梶口 ・佐々木 ・斎藤 0

渋谷(ａｌｐｈａ） ・野澤（神南クラブ） ・高橋（南戸塚） ・石川（三菜会）

塩崎 ・阿部（トトロ） ・住岡 ・大津
1

長谷川（湘南信金） ・小清水 (ＳＴＣ） ・小池（金沢チェリー）・山内(新栄高校）

栗田（Ｙ卓会） ・井上(高倉クラブ） ・鈴木 ・橋本 1

滝沢(三菜会） ・黒澤(町田ｻﾙﾋﾞｱ） ・遠藤（明浜卓球） ・今井（ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ）

尾留川 ・梶口 ・佐々木 ・斎藤

島村（ＭＤ相模） ・川俣（神奈川大学）・川口（ＳＴＣ） ・梅本(南戸塚）

阿部 ・石黒 ・小林 ・山口 0

0

長谷川（湘南信金） ・小清水 (ＳＴＣ） ・小池（金沢チェリー）・山内(新栄高校） 0

栗田（Ｙ卓会） ・井上(高倉クラブ） ・鈴木 ・橋本
2

渋谷(ａｌｐｈａ） ・野澤（神南クラブ） ・高橋（南戸塚） ・石川（三菜会）

塩崎 ・阿部（トトロ） ・住岡 ・大津

中村(TEAM-ISOGO）・霞(神奈川大学） ・沖（ＳＴＣ） ・高倉（綾瀬高校）

松尾 ・赤池 ・村田 ・牧野
0

髙橋（花冠） ・加藤　(市役所） ・竹中　（ふえすと）

山本(JFE） ・藤岡 ・志村 0

8-2 田村（ａｌｐｈ） ・安島(TEAM-ISOGO）・高梨（みねクラブ） 0

芦沢 ・安島 ・高柳

石井(チャイム） ・川端（鎌倉卓球ｸﾗﾌﾞ）・宗形（磯子クラブ） ・佐藤（バンビ）

松井 ・金田 ・高橋 ・阿部

１位：石井・松井（チャイム）

２位：島村・阿部（ＭＤ相模）

３位：加藤・藤岡(横浜市役所）

３位：今井・斉藤（スグルミュージック）
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⑦：女子１２０才以上　決勝トーナメント １７・１８コート

澄川(トトロ）・林田（アリス）・杉山(EDAｸﾗﾌﾞ）・安藤(鴨居ｸﾗﾌﾞ）・澤田（みねｸﾗﾌﾞ） 2

中島　　　 ・関口　　　　 ・安部　　　　　 ・池田　　　　　  ・町田

塚田（ストライク） ・高橋(ＴＴクラブ） ・岩渕(港南クラブ） ・浜多(ＫＡＮＡﾞ） 0

尾子 ・阿部（ひまわり） ・佐藤 ・武田

井出（個　人） ・川口（ラブオール） ・田村（こぶし） ・吉田（花みずき）

直井(篠原クラブ ・干川 ・佐久間 ・伊藤 2

土山（シュガー） ・赤坂（南クラブ） ・三留（南戸塚） ・吉田（みねクラブ）

宮崎 ・大谷 ・住岡 ・峯尾

小玉（ひさぎｸﾗﾌﾞ） ・杉浦(花水木） ・吉岡（ラブオール） ・大野（ドリーム）

栗田 ・吉岡 ・柾谷 ・三浦 1

塚田（ストライク） ・高橋(ＴＴクラブ） ・岩渕(港南クラブ） ・浜多(ＫＡＮＡﾞ） 1

尾子 ・阿部（ひまわり） ・佐藤 ・武田
2

澄川(トトロ）・林田（アリス）・杉山(EDAｸﾗﾌﾞ）・安藤(鴨居ｸﾗﾌﾞ）・澤田（みねｸﾗﾌﾞ）

中島　　　 ・関口　　　　 ・安部　　　　　 ・池田　　　　　  ・町田

小玉（ひさぎｸﾗﾌﾞ） ・杉浦(花水木） ・吉岡（ラブオール） ・大野（ドリーム）

栗田 ・吉岡 ・柾谷 ・三浦 0

2

土山（シュガー） ・赤坂（南クラブ） ・三留（南戸塚） ・吉田（みねクラブ）

宮崎 ・大谷 ・住岡 ・峯尾 1

井出（個　人） ・川口（ラブオール） ・田村（こぶし） ・吉田（花みずき）

直井(篠原クラブ ・干川 ・佐久間 ・伊藤

１位：土山・宮崎（シュガー）

２位：川口・干川（ラブオール）

３位：塚田・尾子（ストライク・わかば）

３位：林田・関口（アリス）
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⑧：女子１３５才以上　決勝トーナメント ２６・２７コート

堺田(ポプリ) ・小杉（トパーズ） ・木伏(川ﾚ・かんな） ・橘高(阿南クラブ） 1

菅原　　　 ・久木崎 ・滝本 ・野本(個人）

黒沼（ぽぷり） ・桑山(三ツ沢ｸﾗﾌﾞ） ・浅井(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）・新田(篠原クラブ） 0

武藤 ・窪田 ・福嶋 ・小川

太田(ＯＮクラブ）・高橋（ぷらす）・久保(川レ･オーロラ）・福田（かもめ） 0

野村　　　　　　・希代　　　　  ・後藤　　　　　　　　・川畑

天野（たんぽぽｸﾗﾌﾞ）・高橋（ぷらす） ・桜井（みねクラブ） 0

新山 ・希代 ・白井
2

斉田(浜卓会個人） ・相原（ぷらす） ・久保(川ﾚ・ｵｰﾛﾗ） ・川村（たんぽぽク）

河野 ・河野 ・後藤 ・渡辺

黒沼（ぽぷり） ・桑山(三ツ沢ｸﾗﾌﾞ） ・浅井(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）・新田(篠原クラブ）

武藤 ・窪田 ・福嶋 ・小川

斉田(浜卓会個人） ・相原（ぷらす） ・久保(川ﾚ・ｵｰﾛﾗ） ・川村（たんぽぽク）

河野 ・河野 ・後藤 ・渡辺 2

堺田(ポプリ) ・小杉（トパーズ） ・木伏(川ﾚ・かんな） ・橘高(阿南クラブ） 1

菅原　　　 ・久木崎 ・滝本 ・野本(個人）

0

天野（たんぽぽｸﾗﾌﾞ）・高橋（ぷらす） ・桜井（みねクラブ）

新山 ・希代 ・白井
1

太田(ＯＮクラブ）・高橋（ぷらす）・久保(川レ･オーロラ）・福田（かもめ）

野村　　　　　　・希代　　　　  ・後藤　　　　　　　　・川畑

１位：黒沼・武藤（ぽぷり）

２位：福田・川畑（かもめ会）

３位：太田・野村（ＯＮクラブ）

３位：久保・後藤(川崎レディース オーロラ）

1-1

3-2

2-2

3-1

1-2

4-1

2-1

5-1

4-2

5-2



Ⅱ：混合ダブルス　1位トーナメント

阿部(MD相模）・流石(不入斗ｸﾗﾌﾞ）・北野(HAZAWA）・浅野(球遊会）

島村　　　　　・皆川　　　　　　　・林　　　　　　　・村山
W/O (L）

山口(神奈川大学） ・守屋(鎌倉卓球ｸﾗﾌﾞ）・織田(神南クラブ）

霞 ・川端 ・阿部（トトロ）

0

丸田(TEAM-ISOGO）・住岡祐(南戸塚） ・鳴海（１１ＡＭ）

松尾 ・住岡智 ・栗田 0

後藤(遊　神） 山本章（ＪＦＥ） 高原(南戸塚）

松井（チャイム） 山本寿 梅本

園山(青嵐クラブ） ・高橋(神奈川大学） ・奥山(鶴間公園俱楽部）

髙橋(横浜花冠） ・川俣 ・梶口（町田サルビア） 0

W/O (W）

蜂谷(大正同好会） ・藤森(ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ）・宮崎(TEAM-ISOGO）

小林(川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ） ・斎藤 ・中村 0

飯田(大正同好会） ・志田(神南クラブ） ・安藤眞（リスモ） 2

河合 ・野澤 ・安藤幸

宇都木(横浜市役所）・清水(南戸塚） ・島村（ＭＤジュニア） 0

藤岡 ・髙橋 ・牧野（綾瀬高校）

渡辺(遊　神） ・小林(鎌倉卓球ｸﾗﾌﾞ）・我妻(球遊会）

石井（チャイム） ・安部 ・浜田
2

河合(鶴間公園俱楽部） ・井手下（ふえすと） ・三田（ＭＤジュニア） W/0 （Ｌ）

黒澤(町田サルビア）・志村 ・高倉(綾瀬高校）

1

村上（１１ＡＭ） ・古賀(神奈川大学） ・金田学(鎌倉卓球ｸﾗﾌﾞ）

長谷川(湘南信金） ・石黒 ・金田絵 W/0 (W）

2

大鐘(南戸塚）・吉田(TEAM-ISOGO）・穴原(ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ）・高田（ゆうｸﾗﾌﾞ）

渋谷（ａｌｐｈａ） ・安島　　　　　 　　　・今井　　    　　　　・高田

１位：後藤・松井(遊神・チャイム）

２位：渡辺・石井(遊神・チャイム）

３位：阿部・島村（ＭＤ相模）

３位：吉田・安島(TEAM-ISOGO）

2
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11



Ⅱ：混合ダブルス　２位トーナメント

阿部(MD相模）・流石(不入斗ｸﾗﾌﾞ）・北野(HAZAWA）・浅野(球遊会） 0

島村　　　　　・皆川　　　　　　　・林　　　　　　　・村山

0

山口(神奈川大学） ・守屋(鎌倉卓球ｸﾗﾌﾞ）・織田(神南クラブ）

霞 ・川端 ・阿部（トトロ）

丸田(TEAM-ISOGO）・住岡祐(南戸塚） ・鳴海（１１ＡＭ）

松尾 ・住岡智 ・栗田 0

後藤(遊　神） ・山本章（ＪＦＥ） 高原(南戸塚）

松井（チャイム） ・山本寿 梅本
0

園山(青嵐クラブ） ・高橋(神奈川大学） ・奥山(鶴間公園俱楽部）

髙橋(横浜花冠） ・川俣 ・梶口（町田サルビア） 0

蜂谷(大正同好会） ・藤森(ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ）・宮崎(TEAM-ISOGO）

小林(川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ） ・斎藤 ・中村

飯田(大正同好会） ・志田(神南クラブ） ・安藤眞（リスモ） 1

河合 ・野澤 ・安藤幸

0

宇都木(横浜市役所）・清水(南戸塚） ・島村（ＭＤジュニア） 0

藤岡 ・髙橋 ・牧野（綾瀬高校）

渡辺(遊　神） ・小林(鎌倉卓球ｸﾗﾌﾞ）・我妻(球遊会）

石井（チャイム） ・安部 ・浜田
0

河合(鶴間公園俱楽部） ・井手下（ふえすと） ・三田（ＭＤジュニア）

黒澤(町田サルビア）・志村 ・高倉(綾瀬高校）

0

村上（１１ＡＭ） ・古賀(神奈川大学） ・金田学(鎌倉卓球ｸﾗﾌﾞ）

長谷川(湘南信金） ・石黒 ・金田絵 1

大鐘(南戸塚）・吉田(TEAM-ISOGO）・穴原(ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ）・高田（ゆうｸﾗﾌﾞ）

渋谷（ａｌｐｈａ） ・安島　　　　　 　　　・今井　　    　　　　・高田

１位：宮崎・中村(TEAM-ISOGO）

２位：穴原・今井（スグルミュージック）
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