
（土）

 1部 A 日製日立A 4勝 岩瀬日大高A 3勝 ARCADIA A 2勝 STO 1勝 プラムMITO 0勝

 2部 A 日製日立B 3勝 ARCADIA B 3勝 東海クラブ 2勝 多賀高A 1勝 あくてぃぶ 1勝

 3部 A 磯原クラブ 3勝 泉丘中男A 3勝 岩瀬日大高B 3勝 岩間卓正会 1勝 チーム安田 0勝

 3部 B 下館二高A 3勝 多賀クラブB 2勝 水戸商高A 2勝 サンアクセス 2勝 藤代卓信会 1勝

 4部 A 日立一高A 4勝 多賀高B 3勝 水戸商高B 1勝 勝田クラブB 1勝 岩瀬日大高C 1勝

 5部 A 多賀高C 4勝 球友クJr A 2勝 那珂VクラブB 2勝 日立一高B 2勝 ひなクラブA 0勝

 6部 A 佐和高男A 5勝 下館二高B 4勝 友阿会 3勝 多賀高D 2勝 勝田クラブA 1勝 那珂湊高B 0勝

 7部 A 内郷一中女A 3勝 多賀高E 3勝 谷和原クB 3勝 笠間中男A 1勝 きさらぎ 0勝

 7部 B 那珂湊高A 4勝 ひなクラブB 3勝 佐和高男B 2勝 多賀高F 1勝 常北クラブ 0勝

 8部 A 下館二高C 4勝 久慈中女 3勝 笠間中女A 2勝 球友クJr B 1勝 ひなクラブC 0勝

 9部 A 笠間中男B 4勝 多賀クJｒ 3勝 泉丘中男B 2勝 内郷一中女B 1勝 城・常北中女A 0勝

 9部 B 佐和高女 4勝 ひなクラブD 3勝 城・常北中男A 2勝 笠間中女B 1勝 球友クJr C 0勝

 10部 A 城・常北中男B 4勝 笠間中女C 4勝 球友クJr D 4勝 笠間中男C 2勝 笠間中女D 1勝 城・常北中女B 0勝

（日）

 1部 B 水戸信金A 4勝 竹心会 3勝 守谷クラブA 2勝 加藤会 1勝 球友クラブ 1勝

 2部 B 多賀クラブA 4勝 茨城大学 3勝 サンスター 2勝 水戸信金B 1勝 岩間クラブ 0勝

 2部 C 緑岡高A 3勝 那珂VクラブA 3勝 太田一高A 2勝 かーにばる 2勝 守谷クラブB 0勝

 3部 C 水戸工高A 4勝 磯原クJr女A 3勝 水戸一高A 2勝 太田ｳｨﾝｸﾞｽ 1勝 水戸秋桜A 0勝

 4部 B 山方クラブ 4勝 水城高A 2勝 多賀クラブC 2勝 桜ノ牧高A 2勝 太田一高B 0勝

 5部 B JJクラブ 4勝 宮西クラブ 2勝 天心クラブ 2勝 ぷにぷに 2勝 ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 0勝

 5部 C 太田一高C 4勝 水戸聾学校A 3勝 緑岡高B 2勝 水戸秋桜B 1勝 日立北A 0勝

 6部 B 日立北B 4勝 水戸一高B 2勝 水戸工高B 2勝 石岡卓球クラブ 1勝 桜ノ牧高B 1勝

 7部 C 笠間クラブ 4勝 COLOR’S 3勝 水城高B 2勝 サザンカ 1勝 岩間スポ少 0勝

 7部 D 日南SS A 3勝 水戸葵稜 3勝 水戸二クラブ 3勝 豊浦中男 1勝 山方TTC A 0勝

 8部 B 中里中 3勝 水戸聾学校B 3勝 水城高C 2勝 磯原クJr女B 2勝 スマッシュ 0勝

 9部 C 日南SS B 4勝 東クラブ 3勝 磯原クJr男 2勝 山方TTC B 1勝 水戸養護 0勝

第48回 ひたちチャレンジリーグ卓球大会組結果表 （後半）

優勝 6位5位4位3位2位

優勝 2位

皆様の御協力により、無事に大会を終える事が出来ました。有難う御座いました。

平成22年9月26日 常陸大宮市西部運動公園体育館

ランク

参加された皆様へ

3位 4位 5位 6位

ランク

平成22年9月25日 常陸大宮市西部運動公園体育館

ひたちチャレンジリーグ卓球大会組結果表 （前半）第48回
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第48回 （前半）

（土）

№ チーム名 1 2 3 4 5 6 7

1 日製日立A  1部 A 宮本敬行 上原幸貴 渡辺義典 掛水康平 矢代　誠

2 ARCADIA A  1部 A 渡辺大生 大津清一 板根　稜 石丸　弥 雨澤康文

3 岩瀬日大高A  1部 A 伊丹優秋 笠原雅音 藤枝侑紀 吉澤　駿 友部昴宏

4 STO  1部 A 河村琢郎 本橋幸宏 大野さゆり 齋藤　誠 齋藤久美子

5 プラムMITO  1部 A 米川和幸 細谷友策 伊原智広 小松弘司 山田暁士

6 日製日立B  2部 A 宮本愁子 斉藤愛子 工藤裕己 沼田裕晃 椎名友也

7 多賀高A  2部 A 渡邊尚哉 塙　健明 阿久津弘麿 金子秀一 櫻井　舜

8 あくてぃぶ  2部 A 沖津宏泰 八戸木　喬 北見徳明 圷　健一 保科　宏

9 ARCADIA B  2部 A 大津美沙子 高橋孝之 園部　司 塩野啓太 浅田裕範

10 東海クラブ  2部 A 菊池真登 井坂秀俊 吉村友斗 安齋光貴 星野智樹 飯村卓斗

11 岩瀬日大高B  3部 A 木村優太 平沼卓也 中山邦彦 綿引大樹 小塙健太

12 磯原クラブ  3部 A 八木正幸 八代秀晃 酒寄光明 荒賀祐紀 清水　良 大津拓也

13 泉丘中男A  3部 A 相田智洋 荒　正志 川崎睦史 笠原瑞紀 根目沢　翼 関根　光 室井良介

14 岩間卓正会  3部 A 吉沢清子 坂本陽子 和田和美 山本暁美 和田　実

15 チーム安田  3部 A 坂本幸平 高名伸一 江幡章宏 櫻井真紀 安田紳也 村上達也 冨塚　　

16 水戸商高A  3部 B 志賀崇史 横田　聡 矢野倉誠人 川崎彰太 飯村賢太 浅海良太

17 藤代卓信会  3部 B 齋藤英和 斎藤琴美 山下彩香 深井綾乃 富川江利子 富川友紀子 赤石怜美奈

18 サンアクセス  3部 B 昆野克己 長田敏明 武　恒夫 大庭京子 石川公子 海老沢徳幸

19 下館二高A  3部 B 安達亜衣 岩淵佳奈 藤川友帆 飯島友佳 中山幸久

20 多賀クラブB  3部 B 小滝清二 乾　峻輔 白仁田啓太 曳地拓人 渋谷紀充 佐々木郁歩

21 日立一高A  4部 A 渡辺　朗 鹿田玄也 梅原祐人 初手 航 百田大人 目黒絢介

22 勝田クラブB  4部 A 鈴木くに 小原百合子 山崎あつみ 竹中由紀子 飛田稔子 一ノ沢

23 岩瀬日大高C  4部 A 長谷川摩衣 菊地美那代 平山侑果 谷中萌絵 山本浩子

24 多賀高B  4部 A 金澤彩音 久保安祐美 宮川桃子 齋藤夕奈 和知

25 水戸商高B  4部 A 川松由衣 設楽美鈴 佐藤千里 佐藤千夏 小沼

26 球友クJr A  5部 A 野沢井　篤 桒名夏純 川﨑　南 野沢井初音 折笠若菜

27 多賀高C  5部 A 松原　浩 山本光一郎 大高知明 青山緒吾 武藤直貴

28 那珂VクラブB  5部 A 唐田　壮 小野智世 柴田航平 近藤光太 上久保祐希

29 日立一高B  5部 A 和賀智紀 南　佳輝 助川隆哉 千葉恭章 高鳥圭亮 鈴木悠介

30 ひなクラブA  5部 A 野上謙三 田上　遼 清水勇斗 石川拓哉 菊池圭祐

31 多賀高D  6部 A 仲田詩織 黒澤ひろみ 窪田友香里 川本寧々 鹿志村奏子

32 佐和高男A  6部 A 角田邑平 小林真希 小滝脩平 佐藤正人 辰野晴信

33 那珂湊高B  6部 A 長野美里 大和田睦実 田中聡美 竹内晴加 鴨川　結

34 勝田クラブA  6部 A 関根洋子 小貫恭子 飯嶋知子 居在家芙美江 飛田悦子

35 友阿会  6部 A 大橋久枝 岡田英子 水落真弓 菅原真由美 水野恵子 菅原

36 下館二高B  6部 A 上野竜弥 高島裕稀 海老澤裕介 田沼栄暉 平本巧巳

ランク

ひたちチャレンジリーグ卓球大会メンバー表

常陸大宮市西部運動公園体育館平成22年9月25日
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№ チーム名 1 2 3 4 5 6 7ランク

ひたちチャレンジリーグ卓球大会メンバー表

常陸大宮市西部運動公園体育館平成22年9月25日

37 多賀高E  7部 A 佐川侑司 岩間慎也 平栗優樹 小野寺一樹 原　佑弥

38 谷和原クB  7部 A 白井東磨 中﨑菜々子 中村美玖理 山﨑美来 中村 　中﨑直道

39 きさらぎ  7部 A 朝倉　寛 梅津　茂 飯田　晃 保月健司 三村さき子 遊佐一郎

40 内郷一中女A  7部 A 鈴木舞美 二瓶真由美 大越春香 早坂えりな 門井由香利 青柳文香

41 笠間中男A  7部 A 吉葉俊太朗 小林千祥 根本泰輝 小林大峻 栗橋尚也

42 那珂湊高A  7部 B 大場啓太 阿保侑貴 深作昴紀 作山勝也 笹沼優人 青木

43 多賀高F  7部 B 猪狩寿彦 水野直也 瀧　美苗 儘田春菜 茂垣麻衣子

44 ひなクラブB  7部 B 中原颯太 鈴木裕太 佐藤郁弥 田中直道 櫛田　瞭

45 常北クラブ  7部 B 橋本果奈 大津隆弥 高柳優香 橋本菜未 大津正子

46 佐和高男B  7部 B 田村祥悟 大信直輝 小林裕之 川又　毅 加藤剛太

47 笠間中女A  8部 A 舘野日緒 吉野真由 瀧本美紗 久野望実 田口紗穂里

48 ひなクラブC  8部 A 中村哲也 田村悠人 久保卓也 伊藤大海 江崎若葉

49 球友クJr B  8部 A 清水美里 安藤　楓 岡崎紗羽 菊池理加 添田まどか

50 久慈中女  8部 A 澤畠里佳 田尻万知 額賀優実 荒木晴香 飛田夏実 大内仁亜 鈴木唯菜

51 下館二高C  8部 A 金子　　 稲見　　 柴嵜　　 比氣　　 靏美　　

52 泉丘中男B  9部 A 藤咲　漢 秋田大輝 石原混平 内山大河 吉成丈一郎 砂川龍二

53 内郷一中女B  9部 A 水野真奈 坂本怜夏 志賀彩花 武藤優香 岡　美奈 南　雲会

54 笠間中男B  9部 A 船橋純平 森　光正 菅谷侑架 山田綾乃 齋藤百花

55 多賀クJｒ  9部 A 黒澤美都姫 八鍬はづき 八鍬みづき 中郡あす美 齋藤万歩

56 城・常北中女A  9部 A 大津　瞳 荒井瑞樹 江幡星花 加藤帆南美 松﨑明日香

57 佐和高女  9部 B 鈴木愛理 金澤亜紀 加山　翠 佐藤美穂 小室若奈 大畠久美 鈴木麻里江

鹿志村美咲

58 城・常北中男A  9部 B 森　直也 石井昇吾 菊池祥平 松葉瑞季 谷津駿介

59 球友クJr C  9部 B 安藤　颯 四倉理空 松原光希 会沢賢治 安藤海羽

60 笠間中女B  9部 B 今野七美 細谷みなみ 三村理紗 塚田里奈 塙　由香里

61 ひなクラブD  9部 B 菊池風羽 大谷裕海 蔦　千織 熊谷　蒔 岩路菜子

62 笠間中女C  10部 A 金澤美奈 川井純子 滝田叶美 小林桃香 米村友那

63 城・常北中男B  10部 A 竹林　優 寺門広樹 照山拓実 川又倫哉 横山　凌

64 笠間中男C  10部 A 船橋由希 鈴木貴大 吉田　幹 小久保隆平 彈正明徳

65 球友クJr D  10部 A 折笠瑞希 樫村朱理 四倉　鈴 石崎麻美 黒沢かえ

66 城・常北中女B  10部 A 興野里菜 所　麻美 古川　　 安井りか 関　夏美

67 笠間中女D  10部 A 本柳はるか 瀬谷春那 河原井　祐 綿引優香 会沢
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第48回 （後半）

（日）

№ チーム名 1 2 3 4 5 6 7

1 水戸信金A  1部 B 山田侑司 橋本　孝 仲田貴保 綿引隼輝 吉沢直哉

2 竹心会  1部 B 永見智史 大門俊雄 小貫　祥 水沼哲也 竹石　淳 澤畠 雅孝

3 守谷クラブA  1部 B 綱川勝久 柳　祐典 袖山智行 片山一郎 古谷建夫

4 加藤会  1部 B 根城　敬 黒崎　亘　 徳竹直人 鈴木光希 加藤譲太 上田知博

5 球友クラブ  1部 B 川村泰之 菊池義弘 飯村博之 河野貫一 遠藤　学 柏　拓人

6 サンスター  2部 B 服部　純 星　勲 山川　隆 木村有美 大友健悟 西野英夫

7 多賀クラブA  2部 B 五來卓幸 大川知明 石井貴裕 平川綾一 植村健一

8 水戸信金B  2部 B 石川智行 橋本　徹 井坂幸子 古澤志保 仲田二郎

9 茨城大学  2部 B 志賀佑紀 坂本明憲 鈴木舜平 山本翔太 藤田優希

10 岩間クラブ  2部 B 塙　悠太 高野ひろし 羽野島悠 羽野島 金子

11 那珂VクラブA  2部 C 羽賀仁昭 塚越桃江 岡山昴平 島田将英 富永桂太

12 かーにばる  2部 C 熊谷義家 笹本　諭 笹本友貴 赤松浩志 斉藤正治

13 緑岡高A  2部 C 篠原和貴 寺門直輝 内堀聖也 山屋圭祐 塩野将彦 井野崎　崇

14 太田一高A  2部 C 海老根拓馬 佐藤このみ 池﨑友彦 寺門翔太 吉村美咲

15 守谷クラブB  2部 C 屋代英昭 清水幸太郎 寺田　亮 高橋幸枝 河野将志

16 水戸一高A  3部 C 掛札宇志 本田知之 小川有紀 平山和幸 石井智士

17 水戸工高A  3部 C 竹江侑太 鈴木　圭 横田信治 矢作　涼 二川　涼

18 太田ｳｨﾝｸﾞｽ  3部 C 野崎征二 小豆畑　正 森　雅文 武藤富三 小林　誠 河井　保

19 磯原クJr女A  3部 C 太田友莉 大浦　悠 佐藤真奈美 金川琴海 大浦　梓

20 水戸秋桜A  3部 C 高沢久美子 樋口はつみ 山岡静江 小市タイ子 綿引泰子

21 山方クラブ  4部 B 菊池拓美 桑名芽依 飯村直哉 根本 大貫つばさ

22 多賀クラブC  4部 B 綿引順一 加藤陽介 神長慶一 市毛勝子 市毛佑惟

23 太田一高B  4部 B 森　悠介 小田部真行 小島将聖 海老根和典 関　佳祐 片野大輔 益子美歩

24 水城高A  4部 B 小林周平 藤田浩充 宇野良紀 寺門寛人 狩谷秀輝

25 桜ノ牧高A  4部 B 竹中　颯 助川　実咲 坪田　聡 菅野　直 棚井宏紀 橋本佳奈

26 ぷにぷに  5部 B 村山裕司 根本三男 久保田由美 中島章隆 奥村恵美 安田勇孝

27 JJクラブ  5部 B 桜井康博 小松崎尊寛 関根嗣史 川田梓素巳 川田純平 川田純菜 川田まさよ

28 天心クラブ  5部 B 大里俊明 舩木角夫 福田　元 深谷真孝 井坂聡美 萩野晃平

29 ﾌｧｲﾀｰｽﾞ  5部 B 林　みね子 池﨑裕行 池﨑みち子 澤田香沙美 小林愛実 木村聡大 佐竹

片岡 桧山

30 宮西クラブ  5部 B 玉置寧子 住谷幸子 木村世喜子 小堀美奈子 三宅悦子 峰岸光子 松﨑浩子

31 日立北A  5部 C 伊東拓哉 佐藤　彰 鈴木健一 水野拓也 宇野聡史

32 水戸秋桜B  5部 C 篠原みどり 藤咲恵美子 渡辺容子 熊谷和子 長谷川ヤエ

33 太田一高C  5部 C 會澤佳輝 永井　遼 関　悠太郎 金田直人 木村翔吾

34 緑岡高B  5部 C 武藤雅樹 古張　慧 梁　泰基 箕口千博 坂場康宏 石澤督丈

35 水戸聾学校A  5部 C 新堀貴大 三井勇人 木村奈津美 中庭祐輔 青山拓矢 森田義康
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36 日立北B  6部 B 岡部俊也 作山大智 栃堀勇也 今橋拓巳 鈴木雄樹 松田翔平

37 石岡卓球クラブ  6部 B 佐藤直人 後藤臣平 大島定敏 丹野冬貴 丹野ひとみ

38 水戸一高B  6部 B 佐藤悠司 芳野遼介 久保田典子 飯村翔貴 新垣　萌

39 水戸工高B  6部 B 小松崎真司 中沢悠介 加藤木祐紀 皆川龍平 武藤準弥 高田章太郎

40 桜ノ牧高B  6部 B 畠山隼人 市村知枝 大津亜弓 猪瀬敦紀 廣木健志

41 水城高B  7部 C 山名理恵 野田秀輝 綿引仁美 下川辺三記 野本友梨恵

42 岩間スポ少  7部 C 塙　綾奈 昆野楓耶 昆野彩杏 上重正行 鈴木睦子

43 笠間クラブ  7部 C 横倉千尋 竹江千里 中川沙穂里 古木摩委 中山陽子

44 サザンカ  7部 C 北島正子 永井英子 佐々木淑子 浜野富美子 根本貴代子 浅野弘子

45 COLOR’S  7部 C 会沢優美子 岡山直仁 会澤ひかり 菊地正彦 関川 秋野翔太

46 水戸二クラブ  7部 D 美野輪霞澄 川和田千尋 吉田純佳 美野輪侑夏 鬼澤香澄

47 山方TTC A  7部 D 岡山千夏 桑名香帆 岡山政伸 三村悠斗 小林　司

48 豊浦中男  7部 D 今橋大輝 滑川信一 海野　塁 石川恭寛 片平瑞基

49 日南SS A  7部 D 鈴木伶香 岡山莉沙 小林慎太郎 安　俊也 須賀川志帆

50 水戸葵稜  7部 D 後藤裕一郎 平澤祐人 舩木優太 篠原　周 遠藤大樹 高岡勇貴

51 磯原クJr女B  8部 B 鈴木遥香 織田有希絵 高橋沙奈 鈴木亜依 高橋百花

52 スマッシュ  8部 B 野口博一 松崎拓弥 増田託也 河野紀文 北島聖人

53 中里中  8部 B 石田圭佑 庄司竜太 増子怜央 渡邊拓実 大部　葵

54 水戸聾学校B  8部 B 田中佑多 黒澤加奈 加藤翔太 吉岡大樹 神村将大 河原井陽子

55 水城高C  8部 B 倉田瀰濤 加藤剣太 川崎 阿部さとし 大沼由佳

56 東クラブ  9部 C 安　峰子 菊池美代子 立原俊江 吉澤亜美 吉澤加奈

57 磯原クJr男  9部 C 野口優人 金川雅彦 大野　卓 鈴木結稀 篠原亜湖

58 水戸養護  9部 C 河村優輝 黒羽房美 小林秀子 田中俊多郎 檜山　哲

59 山方TTC B  9部 C 桑名公汰郎 三村彩華 大貫二千花 岡山遥寿 関　つく志

60 日南SS B  9部 C 荒井美似依 吉澤優治 小池美沙 五来里奈 佐藤圭朗 竹部悠平




