
（土）

 2部 A 球友クＪｒ_Ａ 4勝 多賀クラブＢ 3勝 か～にばる。 2勝 水戸工高A 1勝 球友クラブＡ 0勝

 3部 A ＪＲ東日本 3勝 山方クラブ 2勝 あ・ら・フォー 1勝 磯原Ｊｒ女Ａ 0勝

 4部 A 須和間クＡ 4勝 那珂ＶクＡ 2勝 糸賀クラブＡ 2勝 水戸商 1勝 球友クＪｒ_Ｂ 1勝

 5部 A ひなクラブＡ 4勝 多賀クラブＣ 3勝 水戸秋桜Ｂ 2勝 勝田クラブA 1勝 宮西卓球ク 0勝

 6部 A 水戸工高B 4勝 水戸葵陵 3勝 笠間クラブ 1勝 那珂ＶクＢ 1勝 須和間クＢ 1勝

 7部 A 友光会 3勝 谷和原ク 3勝 ひなクラブＢ 2勝 協和中女A 1勝 笠間中男Ａ 1勝

 8部 A 山方TTC_Ａ 4勝 きさらぎ 3勝 笠間中女Ａ 2勝 球友クＪｒ_Ｃ 1勝 磯原Ｊｒ女Ｂ 0勝

 8部 B 協和中男Ａ 4勝 笠原中Ａ 3勝 城・常北中Ａ 2勝 ひなクラブＣ 1勝 笠間中男Ｂ 0勝

 9部 A 糸賀クラブＢ 4勝 協和中男B 3勝 東クラブ 2勝 城・常北中Ｂ 1勝 笠間中女Ｂ 0勝

 9部 B ひなクラブＤ 4勝 多賀クラブＤ 3勝 磯原Ｊｒ男Ａ 2勝 笠原中Ｂ 1勝 球友クＪｒ_Ｄ 0勝

 10部 A 瑞竜中 3勝 協和中女B 2勝 城・常北中Ｃ 1勝 磯原Ｊｒ女C 0勝

 10部 B 水戸高等養護 3勝 協和中C 1勝 山方TTC_Ｂ 1勝 笠原中Ｃ 1勝

（日）

 1部 A 茨城大 4勝 日製日立 3勝 多賀クラブＡ 2勝 石岡卓球クＡ 1勝 プラムMITO 0勝

 1部 B 岩瀬日大A 3勝 常北クラブＡ 3勝 SHINE 2勝 グリーンクラブ 2勝 TEAM光 0勝

 2部 B 球友クラブＢ 4勝 太田一高A 3勝 岩瀬日大C 2勝 加藤会 1勝 磯原クラブＡ 0勝

 3部 B 古河三高A 4勝 霞ヶ浦高 2勝 岩間クラブ 2勝 藤代卓信会 2勝 磯原クラブＢ 0勝

 3部 C 東陽クラブ 4勝 水戸秋桜Ａ 2勝 石岡卓球クＢ 2勝 卓正会 1勝 湊クラブ 1勝

 4部 B 筑波大医学ク 4勝 チームカワサキ 3勝 石岡卓球クＣ 2勝 豊浦卓球ク 1勝 土浦日大中 0勝

 4部 C 岩瀬日大B 4勝 水戸三高 2勝 佐和高男A 2勝 高萩清松高 2勝 太田一高C 0勝

 5部 B 日立北高Ａ 3勝 太田一高B 2勝 COLOR’S_Ａ 1勝 天心クラブ 0勝

 6部 B レインボー 4勝 古河三高B 3勝 日立北高Ｂ 2勝 石岡卓球クＤ 1勝 COLOR’S_Ｂ 0勝

 7部 B 古河三高C 3勝 佐和高女 2勝 岩間スポ少 1勝 佐和高男B 0勝

 8部 C 常北クラブＢ 4勝 助川中 3勝 古河三高D 2勝 サザンカ 1勝 飯富中Ｂ 0勝

 8部 D 十王中男 3勝 アトックス 2勝 豊浦中男 1勝 飯富中Ａ 0勝

 9部 C 豊浦中女 3勝 華川中 2勝 飯富中Ｃ 1勝 飯富中Ｄ 0勝

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。

次回の第２３回ゼネラルリーグ卓球大会は、４月２，３日（大みか体育館）開催となっております。

皆様の参加をお待ちしております。

4位 5位

5位4位
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常陸大宮市西部運動公園体育館
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№1

第49回 （前半）

（土）

№ チーム名 1 2 3 4 5 6 7

1 球友クラブＡ  2部 A 和田充弘 菊池義弘 柏　拓人 小圷有紀也 清水勝美 田所辰夫

2 多賀クラブＢ  2部 A 下山田　智 小滝清二 平川綾一 白仁田啓太 市毛佑惟

3 球友クＪｒ_Ａ  2部 A 相田智洋 川崎睦史 荒　美咲 荒　正志 野沢井　篤

4 か～にばる。  2部 A 熊谷義家 笹本　諭 笹本友貴 斉藤正治 伊藤史彦

5 水戸工高A  2部 A 竹江侑太 矢作　涼 鈴木　圭 横田信治 二川　涼

6 ＪＲ東日本  3部 A 中西敏之 土谷　涼 長田敏明 三浦巧也 井元　孝

7 あ・ら・フォー  3部 A 佐藤和成 大津雅信 深谷真季 田中美優 佐藤千夏

8 磯原Ｊｒ女Ａ  3部 A 太田友莉 大浦　悠 金川琴美 大浦　梓 織田有希絵 田巻祥子

9 山方クラブ  3部 A 菊池拓美 大貫　翼 桑名芽依 高田　　　 桑名香帆

10 那珂ＶクＡ  4部 A 冨永桂太 唐田　壮 小野智世 藤咲賢太 坂本佑樹

11 水戸商  4部 A 鬼澤悦子 佐藤千里 浅野典子 設楽美鈴 根本逸美

12 須和間クＡ  4部 A 川田純平 小川陽介 利根川しゅん 村上美里 赤松浩志

13 球友クＪｒ_Ｂ  4部 A 助川実咲 野沢井初音 清水美里 川崎　南 折笠　若菜

14 糸賀クラブＡ  4部 A 糸賀洋子 糸賀睦夫 高根真一 中軍栄子 杉山さかえ

15 宮西卓球ク  5部 A 玉置寧子 住谷幸子 木村世喜子 小堀美奈子 三宅悦子 峯岸光子

16 水戸秋桜Ｂ  5部 A 渡辺容子 藤咲恵美子 吉成まり子 長谷川ヤエ 出澤正枝

17 多賀クラブＣ  5部 A 曳地拓人 大沼由佳 佐々木郁歩 渋谷紀充 市毛勝子

18 勝田クラブA  5部 A 関根修子 関根洋子 関田美和 飛田孝子 飯島知子 居在家芙美子 小貫恭子

19 ひなクラブＡ  5部 A 野上謙三 清水勇斗 田中直道 佐藤郁弥 田上　遼

20 笠間クラブ  6部 A 横倉千尋 竹江千里 古木摩委 中山陽子 細谷いずみ

21 須和間クＢ  6部 A 小林　誠 関根嗣史 大川友一 桜井康博 館林有紀

22 那珂ＶクＢ  6部 A 近藤光太 柴田航平 上久保祐希 大津忠介 末廣優太

23 水戸葵陵  6部 A 後藤裕一郎 平澤祐人 中軽米　武 舟木優太 篠原　周 遠藤大樹

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

25 谷和原ク  7部 A 大森裕斗 中﨑さゆり 中﨑菜々子 中村美玖理 山﨑美来

26 笠間中男Ａ  7部 A 吉葉俊太朗 小林千祥 小林大峻 根本泰輝 森　光正

27 協和中女A  7部 A 國府田恵美 大谷仁美 秋山莉穂 稲見汐莉 広瀬美樹

28 ひなクラブＢ  7部 A 石川拓哉 菊池風羽 櫛田　瞭 江崎若葉 蔦　裕希

29 友光会  7部 A 石川隆宏 宮原養治侶 山口雅教 山内照夫 成田清治 綿引邦彦

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23年1月29日



№2

第49回 （前半）

（土）

№ 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23年1月29日

30 磯原Ｊｒ女Ｂ  8部 A 高橋百花 高橋沙奈 鈴木亜依 鈴木結稀 結城亜里紗

31 笠間中女Ａ  8部 A 舘野日緒 吉野真由 田口紗緒里 菅谷侑架 瀧本美紗 久野望実 山田綾乃

32 きさらぎ  8部 A 朝倉　寛 黒沢和範 梅津　茂 飯田　晃 保月健司 湯佐一郎

33 球友クＪｒ_Ｃ  8部 A 菊池理加 岡崎紗羽 橋本あかり 生田目育実 生田目智史 折笠瑞希

34 山方TTC_Ａ  8部 A 岡山政伸 三村悠斗 岡山千夏 桑名公汰郎 三村栄一

35 笠原中Ａ  8部 B 山縣一真 宇佐美和希 石動直樹 吉成　司 高田　遼

36 城・常北中Ａ  8部 B 森　直也 橋本菜未 西野あや 綿引千晴 石井昇吾

37 ひなクラブＣ  8部 B 鈴木裕太 中原颯太 菊池圭祐 中村哲也 伊藤大海

38 笠間中男Ｂ  8部 B 加藤吉浩 栗橋尚也 舩橋由希 舩橋純平 関野　　　

39 協和中男Ａ  8部 B 古谷野　亮 大島椋介 田口直樹 野澤　章 深谷純旭

40 東クラブ  9部 A 安　峰子 菊池美代子 立原俊江 舩橋幸枝 石橋しゅうと

41 糸賀クラブＢ  9部 A 澤田香沙美 糸賀華菜 小松愛美 名本静江 高根詩絵里

42 笠間中女Ｂ  9部 A 今野七美 滝田叶美 小林桃花 綿引優花 本柳はるか

43 協和中男B  9部 A 稲見侑也 中野公康 槙野　衛 中野喬介 彈正明徳

44 城・常北中Ｂ  9部 A 大森志保 小久保隆平 浅野那奈 安藤朋美 菊池祥平

45 ひなクラブＤ  9部 B 熊谷　蒔 大谷裕海 蔦　千織 渡辺隆太 相原大樹 広田駿介

46 笠原中Ｂ  9部 B 鶴町達也 廣瀬　諒 小松崎龍斗 大塚麗矢 薗部　樹

47 球友クＪｒ_Ｄ  9部 B 黒澤香衣 樫村未里 四倉　鈴 四倉理空 松原光希 立原優樹

48 多賀クラブＤ  9部 B 齋藤万歩 齋藤百花 八鍬はづき 八鍬みづき 中郡あす美 黒澤美都姫

49 磯原Ｊｒ男Ａ  9部 B 金川雅彦 野口優人 大野　卓 村山寛樹 金川尚人

50 協和中女B  10部 A 田中未玖 田中彩実 足立奈南 塚田真衣 嶋田里菜

51 磯原Ｊｒ女C  10部 A 高橋英利 篠崎亜湖 川崎未裕 鈴木日南及 鈴木涼太

52 城・常北中Ｃ  10部 A 鈴木稚菜 桧山　唯 川隅由香 竹林　優 秋山ますお

53 瑞竜中  10部 A 萩原　誠 浅田孝明 安田学 木村拓真 森峻輔

54 水戸高等養護  10部 B 佐々木翔二 加地雄士 嶋田直人 田山裕也 河野紀文

55 笠原中Ｃ  10部 B 勢子　真 八戸遥太郎 佐藤彪悟 吉水寛貴 鈴木智章

56 協和中C  10部 B 中里太一 小堀雅貴 蛯原悠太 枝　恭由 谷中莉緒 小林香穗

57 山方TTC_Ｂ  10部 B 岡山遥寿 三村彩華 関　つく志 桑名　母 小林　誠



№1

第49回 （後半）

（日）

№ チーム名 1 2 3 4 5 6 7

1 日製日立  1部 A 宮本敬行 宮本愁子 椎名友也 渡邊義典 小松祐真

2 茨城大  1部 A 橋本　孝 吉沢直哉 北條貴之 坂本明憲 志賀祐紀 飯田啓介

3 石岡卓球クＡ  1部 A 亀井雅宏 高橋桂太 古市　　　 松本忠秋 中田利夫

4 多賀クラブＡ  1部 A 五來卓幸 大川知明 乾　峻輔 植村健一 遠藤耕司 小口祐樹

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

6 グリーンクラブ  1部 B 島田将英 島田　健 島田俊平 日野田　圭 菅原大輔

7 岩瀬日大A  1部 B 伊丹優秋 笠原雅音 吉澤　駿 木村優太 友部昴宏

8 常北クラブＡ  1部 B 大津清一 板根　稜 服部　純 竹中　颯 大津美紗子 高柳　亮 篠原和貴

9 SHINE  1部 B 渡辺大生 柳　祐典 羽野島悠佑 鈴木直人 伊丹雄紀

10 TEAM光  1部 B 高倉春伸 西野晃平 中村大輔 塙　翔吾 菅原誼大

11 球友クラブＢ  2部 B 川村泰之 遠藤　学 河野貫一 和田　実 板橋　拓人

12 加藤会  2部 B 徳竹直人 黒崎　亘 畑　英美子 加藤譲太 竹中友麻

13 太田一高A  2部 B 檜山春那 佐藤このみ 吉村美咲 池﨑友彦 小島将聖

14 岩瀬日大C  2部 B 小塙健太 中山邦彦 平沼卓也 高橋將裕睴 沼田裕晃

15 磯原クラブＡ  2部 B 八木正幸 八代秀晃 福村隆志 清水　良 大津拓也

16 岩間クラブ  3部 B 小林正子 塙　悠太 羽野島　悠 高野ひろし 牧　　　

17 霞ヶ浦高  3部 B 久津見哲也 荒井光明 村山真也 酒井政樹 白土雄大 吾妻祐太

18 藤代卓信会  3部 B 斎藤琴美 齋藤英和 山下彩香 宮田純平 永野瑞輝

19 磯原クラブＢ  3部 B 山川いづみ 山川まゆみ 豊田貴大 荒賀祐紀 長島悠輔

20 古河三高A  3部 B 望月康平 清水真太郎 石塚雅貴 高野　真 渡辺太樹

21 東陽クラブ  3部 C 馬場文啓 上島健太朗 野嶽友弘 吉津卓真 三品　　　

22 石岡卓球クＢ  3部 C 安達博行 花澤尚行 池嶋一広 屋代英昭 佐藤直人

23 卓正会  3部 C 吉澤清子 平間雅子 山本暁美 坂本陽子 和田和美

24 湊クラブ  3部 C 加藤雄二 徳武弘幸 塩月正雄 小林圭三 山崎綾子

25 水戸秋桜Ａ  3部 C 樋口はつみ 高沢久美子 小市タイ子 山岡静江 田尻八重子

26 石岡卓球クＣ  4部 B 平塚直人 山下晃子 永野優子 寺田　亮 丹野冬貴

27 筑波大医学ク  4部 B 杉　朋幸 村上基弘 小野貴広 原田拓也 石川茉莉子

28 豊浦卓球ク  4部 B 吉成　忠 中島章隆 海老根智之 岡崎昌史 岡崎智史 岡崎真知子

29 チームカワサキ  4部 B 野崎征二 森　雅文 松本洋三 武藤富三 河井　保 村上ユキ子

30 土浦日大中  4部 B 小林未来 神賀蔵人 寺川雄基 川口久嘉 廣瀬裕貴 田部進之祐 渡邉優正

ランク
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31 岩瀬日大B  4部 C 山本浩子 菊池美那代 長谷川摩衣 平山侑果 谷中萌絵

32 太田一高C  4部 C 金田直人 片野大輔 益子美歩 片岡真穂 関　佳祐

33 佐和高男A  4部 C 角田邑平 小林真希 小滝脩平 佐藤正人 辰野晴信

34 水戸三高  4部 C 伊東岳志 加部東友美 藤咲佑望 滝田也美 園部南央美 久保田あづ美

35 高萩清松高  4部 C 御器谷歩央 沼田尚人 足立　充 神代洋平 古川大斗 鈴木健司

36 COLOR’S_Ａ  5部 B 高星知和 金澤ひかり 徳田皓介 岡山直仁 秋野佑太

37 天心クラブ  5部 B 大里俊明 大谷一郎 福田　元 舩木角夫 竹中由紀子 荻野滉平 井坂聡美

38 日立北高Ａ  5部 B 伊東卓哉 佐藤　彰 神永正輝 作山大智 岡部俊也 鈴木雄樹

39 太田一高B  5部 B 森　悠介 関　悠太郎 小田部真行 木村翔吾 永井　遼 會澤佳輝

40 日立北高Ｂ  6部 B 鈴木健一 今橋拓巳 松田翔平 綿引順一 加藤陽介

41 古河三高B  6部 B 宮田稚子 鴨目尚也 茂呂健太 梨本健太 秋丸未紗音

42 石岡卓球クＤ  6部 B 丹野ひとみ 太田千代子 後藤臣平 大島定敏 河野将志

43 レインボー  6部 B 岡田英子 横山洋子 菅原康平 山崎あつみ 小林　　　

44 COLOR’S_Ｂ  6部 B 会沢優美子 徳田奈緒子 菊地正彦 秋野翔太 関川　修

45 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

46 古河三高C  7部 B 木村昌憲 阿久津和希 高橋俊介 荒井達也 堀江ひとみ 菅沼　晶

47 岩間スポ少  7部 B 塙　綾奈 昆野楓耶 昆野彩香 宮内　弘 宮内悦子

48 佐和高女  7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

49 サザンカ  8部 C 浅野弘子 永井英子 北島正子 浜野富美子 根本貴代子

50 助川中  8部 C 金田裕樹 小林優大 山崎壮斗 鬼澤八雲 石川智康

51 常北クラブＢ  8部 C 綿引大樹 橋本果奈 高柳優香 大津正子 大津隆弥

52 古河三高D  8部 C 嵐　一樹 内海洋樹 高橋拓朗 金久保愛弥 堀江ひとみ

53 飯富中Ｂ  8部 C 柏　千尋 柏　晶子 美野輪依珠 北條夏生 大津穂乃果

54 豊浦中男  8部 D 石川恭寛 海野　塁 片平瑞基 渡辺亮太 今橋大輝 滑川信一 平野勇太

55 飯富中Ａ  8部 D 大貫　蓮 小沢　翼 村沢智大 岩城聖樹 村沢貴大

56 十王中男  8部 D 川井　駿 大竹達也 柴田康智 林　和馬 友部丈治 吉崎　樹

57 アトックス  8部 D 寺山義徳 佐藤信也 寺門　満 藤咲高広 小林　優 木村光太 梶山期央

58 飯富中Ｃ  9部 C 根本星矢 春日優人 大信広夢 黒木大吾 高橋良太 村沢春樹 宮﨑洋亘

59 華川中  9部 C 鈴木　悠 平舘愛香 長沼桃香 神長季実花 緑川佳那 岩瀬みずほ 山縣　遥

60 豊浦中女  9部 C 高橋玲奈 大場絵里佳 大平美咲 関根菜月 間宮彩友梨 齋藤優香

61 飯富中Ｄ  9部 C 加倉井星乃 久野帆乃香 渡邉怜奈 戸井田和奏 加倉井宙乃




