
つつじヶ丘スポーツ少年団通信 2022.7～11 

木下カップ 2022 7/17 大田区体育館 

ホープス男子 

予選 富澤 0-2 戸崎（岸田ク） 

 富澤 0-2小田（TSI） 小林 2-1山口（K&M） 

決勝 T1 回戦 小林 0-2三瓶 （T&T） 

ホープス女子 

 予選 加納 0-2中井（T-CROWN）  

加納 0-2原（卓桜会） 

カブ女子 予選 増井 0-2武山（相模原 J） 

     増井 0-2 加藤（羽佳ク） 

キューポラ杯 7/10. 

 カブ女子 井上 予選 3位 

3 位 T2 回戦 井上 1-2 武井（ファースト） 

中体連 都大会（関東大会予選） 7/24 

男子シングルス  

2 回戦 山本 1-3藤井（王子桜中） 

4 回戦 泉 ０（-11，-9，-7）3 木方（実践中）  

ジュウイック杯 7/25 日野ふれあいホール 

男子団体 リーグ 

つつじヶ丘 （4-1） 青梅 3 中 B  

赤井 1-3 宮本 小林 3-0高橋 

 岸本・富澤 3-0 大関・岩元 妻島 3-1 黒崎 

岸本 3-0大村 

つつじヶ丘 （5-0） 小金井 1 中 E 

小林 3-0 下田 赤井 3-0 藤本 岸本・富澤

3-1岡部・松村 妻島 3-0堤 富澤 3-0岩下 

つつじヶ丘 （4-1） 都市大付属中 A 

赤井 2-3 足立 小林 3-0 畑 岸本・富澤 3-

0 藤井・小久保 妻島 3-0鶴長  

小林 3-0脇田 

交流試合 つつじヶ丘 （1-4）小金井 1 中 A 

富澤 0-3 和田 妻島 1-3 佐藤孝 岸本・富

澤 0-3 松前・鈴木 小林 3-2 川高  

赤井 0-3佐藤祐 

女子団体 リーグ 

つつじヶ丘 （2-3） 青梅 3 中 

星 0-3 小林侑 大前 3-2 土屋 服部・加納

0-3 下地・徳永 大木 0-3 小林果 桑原 3-2

本橋 

つつじヶ丘 （2-3） 三沢中 A 

大木 3-0 服部 0-3 桑原・加納 0-3 多田・

内山 星 1-3 牧野 大前 3-0 本橋 

つつじヶ丘 （1-4） セナタク 

大前 0-3 石坂 星 3-2 岸本 服部・桑原 0-

3大園・山下 加納 0-3加藤 大木 1-3杉崎 

交流試合 

つつじヶ丘 （3-1） 宮上中 

大木 3-0岸 服部 0-3 高田  

加納・桑原 3-0 国中・山本 大前 3-0池田 

つつじヶ丘 （4-1）三沢中 C 

星 3-0 桑原 0-3 森 服部・加納 3-0 竹中・

武村 大木 3-0 新谷 大前 3-0 野中 

東京ホープスカデット大会 8/16  

東京体育館  

カブ男子 1回戦 明石 0-3 木村（偉関 TTL） 

カブ女子 1回戦 井上 2-3 佐藤（SENA） 

 増井 2-3須保（礼武道場） 

 杉山 0-3松田（team 蛇の目） 

ホープス男子 1 回戦  

小林 1-3後藤（多摩スポ） 

富澤 0-3長谷部（羽佳俱楽部） 

ホープス女子 1 回戦  

服部 0-3中井（T-CROWN） 

加納 0-3千田（over light） 

カデット男子 13 歳以下 B クラス 

1 回戦 大塚 0-3福原（清明中） 

佐野 1-3堀之内（清明中） 

カデット男子 14 歳以下 B クラス 

 2 回戦 赤井 2-3長尾（小金井 1中） 

C クラス 2 回戦 管原 0-3 脇田（都市大

付属中） 4 回戦 沖崎 0-3 小関（CTS）  

カデット女子 14 歳以下 B クラス 

1 回戦 星 2-3 阿部（府中 4 中） 

3 回戦 大木 2-3斉藤（小金井 1 中） 

調布市民体育祭 8/21 

   調布市総合体育館 

中 2 男子 準優勝 杉本尚輝 

ホープス男子優勝 小林桃弥 

カブ女子優勝 井上苗子 

バンビ男子優勝 植原渉 



ホープス女子 2 位 服部  3 位 加納 

カブ女子 優勝 井上 2位 増井 

       3 位 植原和 杉山 

ホープス男子  

決勝 小林 3-1 鈴木（FLAT） 

       3 位 富澤 太田 

カブ男子 2 位 明石 

バンビ男子 優勝 植原渉 

カデット 1 年男子 

 上位T1回戦 佐野 1-3藤田（調布 3中） 

 2回戦 大塚 2-3竹谷（調布 5中） 

カデット 2 年男子 

決勝 杉本 1-3 雨宮（調布 5 中） 

 上位T1回戦 赤井 1-3舟木（調布 5中） 

大谷 0-3猪瀬（調布 5 中） 

 下位 T2 回戦 沖崎 2-3三好（調布 3 中） 

カデット女子 下位 T 決勝 星 1-3 大前 

八王子オープン 10/2 

カデット男子 予選敗退 杉本 

T1 回戦 赤井 

カデット女子 大木 星 大前 予選敗退 

ホープス男子 小林 明石 予選 1勝 2 敗 

ホープス女子 A 

加納 服部 桑原 予選敗退 

ホープス女子 B 

 井上 杉山 増井 予選敗退 

中体連 9,10 ブロック 新人戦 10/16 

 女子シングルス 3 位 大木智日 

男子シングルス（10 ブロック）井上 ベスト 8 

（9 ブロック）管原 沖崎 ベスト 32（都大会

代表） 大塚 4 回戦敗退  佐野 3 回戦敗

退  大谷 1 回戦敗退 

赤井 ベスト 16（都大会代表） 

女子シングルス 

 準決勝 大木 0-3 赤嶺（府中 4 中） 

準々決勝 星 1-3藤田（調布 5 中） 

東京都スポーツ少年団大会 11/3 

中学生男子優勝 沖崎蕾 

中学生女子優勝 大木智日 

小 5，6 男子 3 位 小林桃弥 岸本翔真 

小 5，6 女子優勝 井上苗子  

   準優勝 服部咲佑果  

3 位 加納桜子 桑原知歩 

 小 4 以下男子 3 位 明石享佑 

 小 4 以下女子 準優勝 増井葵 

小 4 以下男子準決勝  

明石 0-3杉本（レイヴ） 

小 4 以下女子決勝 増井 0-3 石丸（レイヴ） 

下位 T1 回戦 杉山 0-3井上（みたか） 

    決勝 植原 3-0 下山（月島） 

小 5，6 年男子 

 上位 T1 回戦 太田 1-3川上〈みたか〉 

2 回戦 富澤 0-3小林 

準決勝 小林 1-3石丸（レイヴ） 

      岸本 0-3 福永（レイヴ） 

下位 T1 回戦 中村 0₋3高尾 

    3 回戦 井出 0-3 井上（みたか） 

5,6 年女子 準決勝 加納 0－3 井上 

 桑原 0-3服部  決勝 井上 3-2服部 

中学男子 

 上位 T1 回戦 佐野 0-3福島（芝浦） 

 大谷 2-3沖崎 赤井 0-3 田辺（芝浦） 

決勝 沖崎 3-0 文田（上北） 

下位 T1 回戦 大塚 0-3松原（上北） 

 2 回戦 管原 0-3松原（上北） 

中学女子上位リーグ 

大木 3-2河原橋（上北） 3-0 増島（上北） 

 3₋1 平林（上北） 

下位リーグ  星 3-2大前 3-1松井（月島） 

 大前 3-0松井 


