第56回 市民体育祭記録
【卓球】
■期日 9月18日（日）・10月2日（日） ・30日（日） ■会場 総合体育館
■参加者数 混合団体戦（一般の部･地域の部） 37チーム 225人
個人戦ダブルス107組214人（男29組・女56組・混合22組）

個人戦シングルス 129人（男78人・女51人）
個人戦（小・中学生の部）128人（男95人・女33人）
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一般の部

二葉クラブＡ

飛田給クラブ

調友東クラブＡ・ＳＯＣ

地域の部

調和小Ａ

杉森小Ａ

石原小・富士見台小Ａ

バンビ 男子

雨宮 星

杉本 尚樹

カブ 男子

泉 幸一郎

石川 恵太

井上 和駿･靹綱 龍司

カブ 女子

遠藤 暖葉

ホープス 男子

川端 大樹

藤代 幸太

和田 小太郎

ホープス 女子

泉 紗香

カデット 1年男子

黒崎 陸

小原 大吾

小久保 樹・小津 英暉

カデット 1年女子

畠野 杏

亀山 万葉

佐川 茉莉奈・北林 まこと

カデット 2年男子

楢葉 礼

柏崎 昌之

大工原 汐恩・大武 篤矢

カデット 2年女子

長谷川 寧音

吉田 菜摘

土屋 佑未子・佐藤 楓

カデット 3年男子

宮崎 直人

カデット 3年女子

伊藤 梨子

石橋 優伎菜

新井 三希・栗原 佐織

男子シングルス 一般一部

千田 学

小菅 清彦

曽 睿夫・村井 智紀

男子シングルス 一般二部

村山 慎一

河口 和寿

吉田 正・高橋 良輔

男子シングルス 40歳～55歳

杉木 浩行

泉 健一郎

白土 洋己・清水 克憲

男子シングルス 56歳～69歳

山田 泰彦

山下 欽司

榎本 光政・瀧澤 秀樹

男子シングルス 70歳以上

沖山 光則

柴 栄次

遠藤 和生・高橋 恵三

女子シングルス一般一部

横道 奈央

市川 萌

西川 遥香・佐野 瞳

女子シングルス一般二部

菅野 恵子

千代川 やよい

本間 尚子・一戸 尚子

女子シングルス40歳～55歳

高橋 みゆき

島田 優子

福田 香代子・倉田 智恵子

女子シングルス56歳～69歳

和田 セツ子

野口 久代

廣澤 秀香・久保田 洋子

女子シングルス70歳以上

関森 靖子

松本 由紀子

安斉 ハツイ・遠藤 朝子

男子ダブルス 一般一部

山越 尚也・曽 睿夫

野崎 文晶・佐藤 裕

石井 健太・石井 拓磨，千田 学・杉木 治行

男子ダブルス一般二部

宮崎 洋一・高橋 良輔

牛丸 将一・吉田 正

佐藤 一徹・矢野 俊久，飯田 明・板垣 仁司

男子ダブルス１２５

沖山 光則・山下 欽司

岡野谷 誠・柴 栄次

小林 利彦・橋 真理，斉藤 実・大坂 清

女子ダブルス 一般一部

大平 カル子・杉木 真由美

市川 萌・横道 菜央

廣澤 秀香・外島 美保子，風間 亜紀・落海 美穂

女子ダブルス一般二部

杉山 久美子・大楽 安代

首藤 三千代・小澤 初子

中村 真子・林まゆみ，矢島 あつ子・一戸 尚子

女子ダブルス１２５

長谷川 朝子・岩松 定子

和田 セツ子・藤巻 ゆりか

中村 清江・鶴 盛子，高橋 三智代・関森 靖子

混合ダブルス一般一部

海野 宜之・宮本 真智子

雨宮 登志夫・大迫 栄美子

清水 克憲・西川 遥香，久保田 俊三・久保田 洋子

混合ダブルス一般二部

鴨志田 修・千代川 やよい

玉城 幸春・玉城 順子

足立 陽平・張 一枝

混合ダブルス１２５

榎本 光政・野口 久代

井上 巽・太田 タヘ

相崎 尚昭・古閑 美紀，名越 孝之・鈴木 智子
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