
柏木進一記念卓球大会

とき： ところ：川崎市とどろきアリーナ

☆ 優勝 準優勝 第3位 第3位

江﨑　佳祐 佐藤　裕太 向山　収 松岡　明男

(赤翔馬) (赤翔馬) (日産追浜) (あすなろ)

山田　昭仁 江浜　勲 小宮　信一郎 安嶋　哉也

(青嵐クラブ) (日産追浜) (一球クラブ) (日産追浜)

中山　清司 米沢　哲郎 岩下　哲治 小倉　國由紀

(JFE京浜) (中原クラブ) (テニシャスナカーズ) (ＣＬＥＯ)

藤田　誠治 茂木　信昭 柴崎　義雄 疋田　良宏

(東芝) (大正同好会) (恵比寿Pd) (ＨＡＺＡＷＡ)

佐藤　香織 岡本　真奈 田中　玲美 秋岡　基子

(杉並卓球ｸﾗﾌﾞ) (ＦＡＭＩＬＹ) (朋友会) (ＣＬＥＯ)

小宮　伸子 坂本　久美 池上　文子 吉川　けい子

(狭山フレンズ) (ＣＯＬＯＲ) (あすなろ) (ＴＨＩＮＫ)

塚田　嘉子 緑川　輝子 若松　信子 山崎　通子

(ストリーム) (京文会) (大津同好会) (赤堤クラブ)

矢野　瑛子 須黒　富士子 浜多　シゲエ 先崎　凉子

(川崎レディース) (京文会) (ラビット・２) (川崎レディース)

(^^♪　入賞者の皆様おめでとうございます！　

平成27年9月27日

60才以上
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ

70才以上
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ

一般男子ｼﾝｸﾞﾙｽ

50才以上
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ

60才以上
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ

70才以上
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ

一般女子ｼﾝｸﾞﾙｽ

50才以上
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ



男子５０才以上 ※ブロック2位まで決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ ①、②コート

男子６０才以上 ※ブロック2位まで決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ ③～⑤コート

藤田 一寿 安嶋 哉也 武田 広行 bye
森の会 日産追浜 ＢＩＧ　ＷＡＶＥ 　

東 龍太郎 豊島 靖 北河 良一 市川 育秀
サンスポーツ 松草クラブ ＳＳＣ すみれＴＴＣ

江浜 勲 成田 清重 宍戸 隆 北島 孝作
日産追浜 ゴルベテ ＣＬＥＯ 川崎信用金庫 山田 昭仁
山田 昭仁 市川 岳 小川 雅久 正岡 忠 青嵐クラブ
青嵐クラブ ゴルベテ 川崎信用金庫 東芝

野村 昌俊 毛利 雄三 村井 壽洋 小西 徹
マイスター BIG　WAVE 青嵐クラブ ＣＬＥＯ

小宮 信一郎 杉木 浩之 小嶋 昌樹 駒村 智幸
一球クラブ ゴルベテ ＳＳＣ MS卓球クラブ

坂本 憲一 関 益男 鈴木 光夫 白須 育徳
日産追浜 新星クラブ ＤＵＣＫＳ ＳＳＣ

②

毛利 雄三野村 昌俊

杉木 浩之小宮 信一郎

市川 岳山田 昭仁

関 益男坂本 憲一

①

2

6

7

5 北河 良一 市川 育秀豊島 靖東 龍太郎

1 武田 広行 bye安嶋 哉也藤田 一寿

4 宍戸 隆 北島 孝作成田 清重江浜 勲

4

3

3 小川 雅久 正岡 忠

2 鈴木 光夫 白須 育徳

5

1

6 村井 壽洋 小西 徹

7 小嶋 昌樹 駒村 智幸

役　治 増子 誠一 小山 栄作 田村 金徳
新宿 双葉苦樂部 ＦＡＭＩＬＹ タム卓クラブ

小倉 國由紀 橋本 保 下東 幸男 水野 節夫
ＣＬＥＯ ＪＦＥ 大正同好会 イ・ガルべ

吉田　清繁 飯田 敬則 牧野 裕二 井出 荘一
青嵐クラブ 大正同好会 ＣＬＥＯ 中原クラブ

米沢 哲郎 高松 信弘 山田 文男 峰岸 忠司
中原クラブ 藤クラブ 個人 HAZAWA 中山 清司
黍野 三郎 岩下 哲治 小野 隆史 荒井 良夫 ＪＦＥ
一番星 ﾃﾆｼｬｽ・ﾅｶｰｽﾞ HAZAWA 都筑ナイト

斉藤 龍二 熊澤 秀男 上野 典夫 山城 和義
藤クラブ ＦＡＭＩＬＹ 中原クラブ 横浜ベテラン会
近藤 寬巳 宮下 秀一 松田 俊男 深田 慧一
ＳＨＩＰs 藤クラブ あすなろ 新川崎シテイーズ

中山 清司 蜂谷 剛 渡辺 敏行 栗原 治雄
ＪＦＥ 大正同好会 MTC タム卓クラブ

⑤

④

③

③

④

⑤

8

2

水野 節夫下東 幸男橋本 保小倉 國由紀

7

4 峰岸 忠司山田 文男高松 信弘米沢 哲郎

1

6

田村 金徳小山 栄作増子 誠一役　治

3

5 井出 荘一牧野 裕二飯田 敬則吉田　清繁

6

4

山城 和義上野 典夫熊澤 秀男斉藤 龍二

5

2 栗原 治雄渡辺 敏行蜂谷 剛中山 清司

8

荒井 良夫小野 隆史岩下 哲治黍野 三郎

7

1

近藤 寬巳

3

深田 慧一松田 俊男宮下 秀一

1



一般男子（１） ※ブロック2位まで決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ ⑧～⑭コート

江﨑　佳祐
（赤翔馬）

佐藤　裕太
（赤翔馬）

３ － 1（決勝）

向山 収  高橋 衣純 望月 龍大 bye
日産追浜  ＦＴＴＣ 川崎卓球ジム

永野 卓也 岩井 俊貴 石川 湧也 木原 達人
昭和電工 赤翔馬 鈴カステラ 麻生高校
 畑野 愛彦 渡邊 修貴 松原 俊 木川 将利
 スグル・M 個人1 東海大学 市立川崎高校
秋本 真大 松本 幹夫 山崎 淳 飯塚 洋一
東海大学 中原クラブ ＣＬＥＯ MS卓球クラブ

鈴木 幸司 勝田 鷹志 横田 玄 須藤 桂太
青嵐クラブ サレジオ高専 チーム登尾 川崎信用金庫
苅宿 竜治 多田 裕一郎 田中 良平 吉永 聡
中原クラブ 赤翔馬 りばてい 個人

小原 俊輝 八作 幸太 大山 公輝 池田 健樹
スグル・M 東海大学 鶴園町田クラブ 麻生高校
 藤田 丞 山本 春彦 田中 孝一 鴨井 暁比古

 川崎信用金庫 ゴルベテ 市立川崎高校 個人
川村 公祐 栗島 翔太 加藤 雅哉 田村 悠

ＰＥＡＮＵＴＳ 市立川崎高校 赤翔馬 ＦＴＴＣ

木本 信幸 堀内 信雄 根本 一輝  柴 和也
赤翔馬 大正同好会 ＨＴＴＣ  大西学園

片倉 拓舞  綿谷 庄一郎 西 晃輔 西村 陽介
東海大学  ＣＬＥＯ 麻生高校 ＬＯＡＮ

鳥井 満 武藤 陸 橋本 康平 丸山 圭太
青嵐クラブ 市立川崎高校 スグル・M ＨＴＴＣ
藤井 太 林 浩二 市川 伸也 後藤 佑輔

Ｂaccanale MS卓球クラブ ＨＡＺＡＷＡ ＦＴＴＣ
水口 貴則 塚本 荘志 高田 大樹 佐藤 生実
中原クラブ 市立川崎高校 鶴園町田クラブ 東海大学

安宅 俊博 江﨑 佳祐 豊岡 祥 山口 耀
りばてい 赤翔馬 筑波大駒場ＯＢ 向の岡工業高校
金髙 浩二 城田 健佑 林 重道 美濃屋 佑
あすなろ 平塚卓栄会 赤翔馬 東海大学

市川 鷹秀 本田 隆史 長津 坪内 拓真
すみれＴＴＣ 麻生高校 林クラブ 個人1
宮澤 拓海 渡部 直樹 橋本 政樹 大西 諒太朗
ＣＬＥＯ 市立川崎高校 浜川崎クラブ 東海大学
塩釜 大輔 山口 真寬 朝倉 一真 落合 輝之

東芝 中原クラブ 赤翔馬 個人

田辺 和也 佐々木 亮一 新村 駿也 星野 光揮
日産追浜 川崎信用金庫 鈴カステラ チーム登尾

1

宮本 駿

18 星 祐二 飯塚 貴史

15 上田 恵一 田中 龍輝

17

32

33

高橋 秋坪 和久本 貴昭

31 阿部 俊吾 海野 晃司

34 吉開 英豪 長瀬 敦松岡　明男 芝崎 琢也

秋元 龍也

関口 純樹 田上 国広

伊保内 友博

9

16

7 上原 直輝 北川 大貴

3 内池 駿介 水野 泰治

26 札場 一博 藤本 晃大村野 芳哉 坂本 隆裕

25

24

竹原 輝 平林 大治

40

斉藤 健吾 三瓶 正裕

8

10 尾崎 大地 渡邊 尚之古川 聖 崎山 洋輝

22 丸茂 亮太 古賀 陽泰

11 峯崎 凌汰 東 貴大

山本 政徳

平 祐亮 吉川 碧人

21

28

岩澤 安里 吉永 隆

38 椿 龍大 枝並 凱斗柴崎 裕 泰江 弘一郎

八ケ代 友斗 宣保 雄也

13

12

⑬

坂野 龍之介 風間 大夢

30 牧野 裕司 松尾 賢一齋川 駿太郎 池田 謙太郎

29

20
⑬

4

14 渡邊 夕輝 木庭 光平

19 町田 和也 広嶋 能伍
⑭

木本 学 市橋 慎強

鈴木 柊磨 亀ヶ谷 健次郎

河合 秀二 甚田 翔風

中元 貴之

39

岩本 一輝

輿水 亮一 湖平 祐巳

村田 知伸 佐藤 裕太

根間 真樹 宮崎 夏樹

市川 隼秀 長谷川 元徳

押切 駿治 山田 明人

佐野 秀雄 益田 豊

恩田 功一 小玉 達也

36

35

6

27

2

37

5

23

⑧

⑨

⑭

⑧

⑨

⑩

⑩

⑪

⑫

⑫

⑪

2



一般男子（２） ※ブロック2位まで決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ ⑮～㉑コート

宮本 駿 岩本 一輝 内池 駿介 水野 泰治
スグル・M 川崎信用金庫 川崎卓球ジム 個人

市川 隼秀 長谷川 元徳 坂野 龍之介 風間 大夢
すみれＴＴＣ 赤翔馬 チーム登尾 市立川崎高校
齋川 駿太郎 池田 謙太郎 牧野 裕司 松尾 賢一

ＦＴＴＣ 麻生高校 中原クラブ Ｂaccanale
村田 知伸 佐藤 裕太 町田 和也 広嶋 能伍
日産追浜 赤翔馬 ＨＡＺＡＷＡ 東海大学

根間 真樹 宮崎 夏樹  渡邊 夕輝 木庭 光平
ＣＬＥＯ 浜川崎クラブ  個人1 市立川崎高校
河合 秀二  甚田 翔風 峯崎 凌汰 東 貴大
中原クラブ  都立両国中 東海大学 赤翔馬

中元 貴之 山本 政徳 丸茂 亮太 古賀 陽泰
平塚卓栄会 個人 ＣＬＥＯ 昭和電工
恩田 功一 小玉 達也 岩澤 安里 吉永 隆
青嵐クラブ 赤翔馬 大西学園 個人
 柴崎 裕 泰江 弘一郎 椿 龍大 枝並 凱斗

 MS卓球クラブ ウイニングジュニア ＨＴＴＣ 市立川崎高校

押切 駿治 山田 明人  八ケ代 友斗  宣保 雄也
東海大学 ピンポン班  向の岡工業高校  麻生高校
高橋 秋坪 和久本 貴昭 上原 直輝 北川 大貴
ＨＡＺＡＷＡ 新川崎ｼﾃｨｰｽﾞ MS卓球クラブ ＦＴＴＣ

輿水 亮一 湖平 祐巳 関口 純樹 田上 国広
日産追浜 赤翔馬 市立川崎高校 神奈川大学
村野 芳哉 坂本 隆裕 札場 一博 藤本 晃大

ＮＥＣ ＣＬＥＯ ＨＴＴＣ 東海大学
斉藤 健吾 三瓶 正裕 竹原 輝 平林 大治
スグル・M 東海大学 青嵐クラブ 川崎信用金庫

古川 聖 崎山 洋輝 尾崎 大地 渡邊 尚之
中原クラブ 赤翔馬 東京テーブルテニス 個人
木本 学 市橋 慎強 上田 恵一 田中 龍輝
赤翔馬 ＰＥＡＮＵＴＳ ＬＯＡＮ 市立川崎高校

鈴木 柊磨 亀ヶ谷 健次郎 星 祐二 飯塚 貴史
東海大学 チーム登尾 個人 りばてい
秋元 龍也 伊保内 友博 阿部 俊吾 海野 晃司
赤翔馬 個人 MS卓球クラブ 東海大学

松岡　明男 芝崎 琢也 吉開 英豪 長瀬 敦
あすなろ 林クラブ ＦＴＴＣ 麻生高校

 佐野 秀雄 益田 豊 平 祐亮 吉川 碧人
 梅屋敷卓球ｸﾗﾌﾞ サレジオ学園 向の岡工業高校 ＰＴＴＣ

㉑

⑳

㉑

⑮

⑮

⑯

⑯

⑰

⑰

⑱

⑱

⑲

美濃屋 佑 13

市川 鷹秀 坪内 拓真

金髙 浩二

20

35

36

宮澤 拓海 大西 諒太朗 29

塩釜 大輔

鳥井 満 丸山 圭太

朝倉 一真

渡部 直樹 橋本 政樹

落合 輝之

片倉 拓舞 西村 陽介綿谷 庄一郎 西 晃輔

藤井 太 後藤 佑輔 28

向山 収

27

bye 1

水口 貴則

12

6

安宅 俊博 山口 耀江﨑 佳祐 豊岡 祥

39

吉永 聡 9

小原 俊輝 池田 健樹

苅宿 竜治 多田 裕一郎 田中 良平

八作 幸太 大山 公輝

田辺 和也 星野 光揮

26

佐々木 亮一 新村 駿也

藤田 丞 鴨井 暁比古 25

40栗島 翔太 加藤 雅哉

山本 春彦 田中 孝一

⑳

木本 信幸 柴 和也

10

8
⑳

永野 卓也

18

31

2

飯塚 洋一 17

鈴木 幸司 須藤 桂太

秋本 真大 松本 幹夫 山崎 淳

勝田 鷹志 横田 玄 16

34

木原 達人 33

畑野 愛彦 木川 将利 32

15

川村 公祐 田村 悠

23

24

7

佐藤 生実 21

38

山口 真寬

城田 健佑 林 重道

本田 隆史 長津

塚本 荘志 高田 大樹

林 浩二 市川 伸也

高橋 衣純 望月 龍大

武藤 陸 橋本 康平

4

37

22

11

19

30

3

5

14

岩井 俊貴 石川 湧也

堀内 信雄 根本 一輝

渡邊 修貴 松原 俊

3



男子７０才以上 ※ブロック2位まで決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ ⑥、⑦コート

一般女子 ※ブロック2位まで決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ ㉒、㉓コート

茂木 信昭 中村 悟 菅 俊雄  豊島 昭男
大正同好会 個人 イ・ガルベ  川崎レク

角田 孝夫 清宮 勝利 八木 一允 野沢 善秀
ＭＴＣ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 都筑ナイト 球遊会

疋田 良宏 地主 文夫 田島 修成 日比野 英彦
ＨＡＺＡＷＡ 東芝 中野島クラブ 個人 藤田 誠治
藤田 誠治 佐藤 幸也 小林 信隆 真田 昌亮 東芝

東芝 ＣＬＥＯ 中原クラブ 都筑ナイト

酒向 昭 島田 由明 菊池 清忠 柴崎 義雄
大正同好会 白山同好会 個人 恵比寿Pd

⑥

⑦

清宮 勝利角田 孝夫

地主 文夫疋田 良宏

島田 由明

2

5 八木 一允 野沢 善秀

4 田島 修成 日比野 英彦

1 菅 俊雄 豊島 昭男中村 悟茂木 信昭

4

3

5

3 小林 信隆 真田 昌亮

1

2 菊池 清忠 柴崎 義雄酒向 昭

佐藤 幸也藤田 誠治

 中野　ひとみ 馬渡 亜紀子 伊藤 寿子 直井 慈
 あすなろ Ｌien ｸｴｽﾄ・COCO 市立川崎高校

佐藤 香織 高橋 恵子 奥野 はるみ 中村 美香
杉並卓球クラブ 京文会 北斗会 麻生高校
村田 寿恵 秦 由利香 石川原 友美子  亀田 桃香
ＦＡＭＩＬＹ ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ タム卓クラブ  市立川崎高校 佐藤 香織
秋岡 基子 池田 雅美 進士 奈津子  山田 はるな 杉並卓球クラブ
ＣＬＥＯ つづきＴＣ 麻生高校  市立川崎高校

岡本 真奈 田中 玲美  渋谷 京香  内村 茜
ＦＡＭＩＬＹ 朋友会  早稲田実業  麻生高校

㉒

㉓

2

1 中野　ひとみ 馬渡 亜紀子 伊藤 寿子 直井 慈

4 村田 寿恵 秦 由利香 石川原 友美子 亀田 桃香

5 佐藤 香織 高橋 恵子 奥野 はるみ 中村 美香

進士 奈津子 山田 はるな

5

4

3

1

2 岡本 真奈 田中 玲美 渋谷 京香 内村 茜

3 秋岡 基子 池田 雅美

4



女子５０才以上 ※ブロック2位まで決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ ㉔、㉕コート

女子６０才以上 ※ブロック2位まで決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ ㉖、㉗コート

女子７０才以上 ※ブロック2位まで決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ ㉗、㉘コート

赤松 杏子 小宮 伸子 大年 明子 飯島 美奈子
パステル 狭山フレンズ クエスト・coco 個人

清水 孝枝 高橋 房子 渡邊 京子 前田 喜世美
タム卓クラブ かわさき ＳＨＩＰs 京文会

池上 文子 宮森 香織 岡田 弘子 高橋 康野
あすなろ Lien 百合クラブ 北斗会 小宮 伸子

狭山フレンズ

吉川 けい子 渡邊 今日子 鈴木 弘子 服部 静江
ＴＨＩＮＫ Acrux フィリア つづきＴＣ

鈴木 厚子 水野 睦子 赤坂 美貴 齋藤 智恵子

グリーンクラブ 杉並卓球クラブ ＤＵＣＫＳ 新星クラブ

松田 美恵子 岡 眞理子 梶 裕紀子 上原 淑枝

双葉苦樂部 Ｔ.Ｏ.M イ・ガルベ つづきＴＣ

坂本 久美 内藤 牧子 陰山 たえ子 北沢 淳子

COLOR 京文会 クエスト・coco 北斗会

㉕

2

1 赤松 杏子 小宮 伸子 大年 明子 飯島 美奈子

6

3 吉川 けい子

鈴木 厚子 水野 睦子 赤坂 美貴 齋藤 智恵子

5 清水 孝枝 高橋 房子 渡邊 京子 前田 喜世美

4 池上 文子 宮森 香織 岡田 弘子 高橋 康野

7

4

3

渡邊 今日子 鈴木 弘子 服部 静江

1

6

2 坂本 久美 内藤 牧子 陰山 たえ子 北沢 淳子

7 松田 美恵子 岡 眞理子 梶 裕紀子 上原 淑枝

5
㉔

尾子 朋子 上川畑 いち子 上野 美恵子 大竹 良子
ストライク 卓美会 フィリア 日吉ＴＴＣ

緑川 輝子 土岐 洋子 宮川 さと子 黒川 多美恵
京文会 あすなろ 川崎レク 個人 塚田 嘉子

若松 信子 山崎 通子 森本 恵子 増子 紀代子 ストリーム
大津同好会 赤堤クラブ 京西さくら 日吉ＴＴＣ

塚田 嘉子 沼岡 信子  豊田 文子 小川 尚子
ストリーム きりがおか  川崎レク 日吉ＴＴＣ

2

4 緑川 輝子 土岐 洋子 宮川 さと子 黒川 多美恵

1 尾子 朋子 上川畑 いち子 上野 美恵子 大竹 良子

4

3

㉖

㉗

1

3 若松 信子 山崎 通子 森本 恵子 増子 紀代子

2 塚田 嘉子 沼岡 信子 豊田 文子 小川 尚子

須黒富士子  水野トシ子 広瀬陽子 石原チエ子
京文会  出雲クラブ 川崎レク こぶし

木村秀子 稲沢美恵子 先崎凉子 日達 ケサミ
フィリア ラビット・２ 川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ 水曜クラブ 矢野 瑛子

浜多シゲエ  谷本とも子 児玉濱子 生嶋 南枝子 川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ
ラビット・２  川崎レク ＤＵＣＫＳ 白鴎クラブ

矢野 瑛子 内山エツ子 阿部洋子 山田幸子
川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ ラビット・２ 日吉ＴＴＣ こぶし

1

3 浜多シゲエ 谷本とも子 児玉濱子 生嶋 南枝子

2 矢野 瑛子 内山エツ子 阿部洋子 山田幸子

4

3

㉗

㉘

2

4 木村秀子 稲沢美恵子 先崎凉子 日達 ケサミ

1 須黒富士子 水野トシ子 広瀬陽子 石原チエ子

5


