
期　日 会　場 種　別 成　績 （所属団体名）

一般男子 準優勝 柳　川 ・ 島　田 （F  Ｓ Ｔ）

優　勝 市　川 ・ 川　﨑 （ＪＯＨＮＮＹ’Ｓ）

準優勝 宮　下 ・ 臼　井 （ＪＯＨＮＮＹ’Ｓ）

３　位 秋　元 ・ 外　山 （ＪＯＨＮＮＹ’Ｓ）

優　勝 赤　澤 （ＪX日鉱金属倉見）

準優勝 太　田 （ＪX日鉱金属倉見）

優　勝 米　山 （HUクラブ）

準優勝 石　崎 （厚木市役所）

優　勝 坂　本 （綾瀬クラブ）

準優勝 小　塩 ・ 糸　原 （綾瀬ク・鳶尾ク）

準優勝 花　上 （鳶尾クラブ）

３　位 板　谷 ・ 青　島 （愛川ク・秦球ク）

ｼﾆｱ女６０ ３　位 木　戸 （綾瀬クラブ）

準優勝 有　馬 （大和庭友会）

３　位 伊　東 ・ 阿　蘇 （秦球クラブ）

ｼﾆｱ女６５ 優　勝 大　矢 （ひまわりクラブ）

準優勝 友　近 （フレンドリー）

３　位 切　山 （フレンドリー）

３　位 大　野 （ひまわりクラブ）

混合４５ 準優勝 徳　島 （鳶尾クラブ）

混合５５ 準優勝 花　上 ・ 高　井 （鳶尾ク・秦球ク）

優　勝 （厚木市役所）

３　位 （厚木市役所）

一般男子 準優勝 石　黒 （厚木市役所）

優　勝 市　川 ・ 川　﨑 （ＪＯＨＮＮＹ’Ｓ）

準優勝 秋　元 ・ 内　田 （ＪＯＨＮＮＹ’Ｓ）

成年男子 優　勝 太　田 ・ 小　林 （ＪX日鉱金属・JOHNNY'S）

優　勝 石　崎 （厚木市役所）

準優勝 岩　渕 ・ 竹　田 （庭友会・厚木市）

ｼﾆｱ男５０ 優　勝 小　塩 ・ 糸　原 （綾瀬ク・鳶尾ク）

ｼﾆｱ男５５ ３　位 石　川 ・ 関　和 （厚木クラブ）

優　勝 木　元 ・ 伊　東 （庭友会・秦球ク）

３　位 花　上 （鳶尾クラブ）

３　位 板　谷 ・ 青　島 （愛川ク・秦球ク）

ｼﾆｱ女６０ 準優勝 曽　根 （フレンドリー）

ｼﾆｱ男６５ 準優勝 有　馬 （大和庭友会）

ｼﾆｱ女６５ 準優勝 大　矢 （ひまわりクラブ）

ｼﾆｱ男７０ 優　勝 大　野 （ひまわりクラブ）

一般男子 優　勝 中　野 ・ 島　田 （厚木市役所・FＳＴ）

一般女子 ３　位 川　崎 ・ 笠　原 （ＪＯＨＮＮＹ’Ｓ）

成年男子 ３　位 赤　澤 （ＪX日鉱金属倉見）

ｼﾆｱ男４５ 優　勝 秋　本 （伊勢原クラブ）

ｼﾆｱ男５０ 優　勝 小　塩 ・ 糸　原 （綾瀬ク・鳶尾ク）

優　勝 木　元 伊　東 （庭友会・秦球ク）

３　位 信　田 ・ 笹　岡 （大和庭友会）
ｼﾆｱ女５５

12・14 田　村

秋季選手権大会

田　村

（県央協会選手のみ）

選　　手　　名大　会　名

　　シングルス選手権

平成２６年度　県連盟主催大会成績(入賞者一覧表）

ｼﾆｱ女５５

男　子
中　野　寛　大

石　黒　湧　己

大　津

6・15 田　村

　混合ダブルス選手権 6・15 田　村

ｼﾆｱ男６５

ｼﾆｱ男７０

春季選手権大会 4.6

富士見

一般女子

成年男子

ｼﾆｱ男４５

ｼﾆｱ男５０

12・21

ｼﾆｱ男４５

8.31 富士見

一般女子8・31 大　津

選手権大会

ｼﾆｱ女５５



期　日 会　場 種　別 成　績 （所属団体名）

ｼﾆｱ女５５ ３　位 板　谷 （愛川クラブ）

ｼﾆｱ男６０ 準優勝 高　井 （秦球クラブ）

ｼﾆｱ女６０ ３　位 木　戸 （綾瀬クラブ）

ｼﾆｱ男６５ 優　勝 有　馬 （大和庭友会）

優　勝 友　近 （フレンドリー）

準優勝 大　野 （ひまわりクラブ）

ｼﾆｱ女７０ ３　位 石　川 （ひまわりレディース

　　勝抜チーム対抗 10・12 田　村 一般男子 ２　位 （秦　野）

11・23 ガーデン コンソレ ３　位 （伊勢原）

　　チーム対抗大会 １２・７ 田　村 一般女子 ２　位 （厚　木）

期　日 会　場 種　別 成　績 （所属団体名）
優　勝 松　尾 （秦球クラブ）
準優勝 田　中 （綾瀬クラブ）
第３位 久　保 （綾瀬クラブ）

あじさい 第３位 加　藤 （ひまわりレﾃﾞｨｰｽ）
Ａ　　級 第３位 明　利 （ＪX日鉱金属倉見）

優　勝 板　谷 ・ 青　島 （愛川ク・秦球ク）
準優勝 岸　川 （伊勢原クラブ）
第３位 大　矢 （ひまわりクラブ）
第３位 木　元 ・ 伊　東 （庭友会・秦球ク）
準優勝 石　井 （鳶尾クラブ）
第３位 曽　根 （厚木ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ）
第３位 入　野 （伊勢原クラブ）

シニア６５ 第３位 田　中 （綾瀬クラブ）

県レディース大会
（個人戦）

12・４ 田　村

シニア５５

シニア６０

（県央協会選手のみ）

大　会　名 選　　手　　名

全日本レディース
神奈川県大会

6・3 田　村
は　ぎ

３　レディース連盟主催大会成績

秋季選手権大会

大　会　名 選　　手　　名

12・14 田　村

ｼﾆｱ男７０

秦野クラブ　Ａ

伊勢原クラブ２０１４シニアフェスタ

ＪＯＨＮＮＹ’Ｓ　Ａ



会　場 種　別 成　績 学校名(地区)

26 等々力他 男　　子 第４位 伊勢原市

27 ｶﾞｰﾃﾞﾝ他 女　　子 第２位 秦野市

5 10・11

ｶﾞｰﾃﾞﾝ他 男　　子 第２位 山　本 ・ 荻　野 秦野高校

8 ｶﾞｰﾃﾞﾝ他 男　　子 第４位 伊勢原市

9 等々力他 女　　子 第４位 秦野市

14

15

期日 会　場 種　別 成　績 学校名(地区)

28 女　　子 準優勝 　森　 ・ 平　本 成瀬中学

29 男　　子 準優勝 細　野 ・ 和　泉 成瀬中学

　県総合体育大会（団体） 7 31 南毛利 男　　子 第３位 秦野市

第３位 　森　 ・ 平　本 成瀬中学

第３位 檜　山 ・ 大　木 秦野北中学

準優勝 高　沢 ・ 甘　利 大根中学

第３位 細　野 ・ 和　泉 成瀬中学

9

10

女　　子 準優勝 依知中学

男　　子 準優勝 成瀬中学

会　場 種　別 成　績 所属団体名（地区）

男 子 第４位 大和市

女 子 第３位 伊勢原市

低学年男子 優　勝 小　池 ・ 高　崎 丹沢ジュニア

低学年女子 第４位 青　木 ・ 山　本 玉川ジュニア

県選手権大会（個人） 11 3 南毛利

伊勢原市

県シングルス大会 12 14 南毛利

県選手権大会（団体）

秦野南中学

準優勝

8 9 田　村

県選手権大会（個人） 11

3 横　山

☆　高体連記録

☆　小学生記録

横　山

ｶﾞｰﾃﾞﾝ

29 ｶﾞｰﾃﾞﾝ

関東大会県予選会（団体） 4

6

11

選　手　名 等

選　手　名 等

男　　子

県選手権大会（団体） 11

男　　子6

伊勢原高校

伊勢原高校

成瀬中学

選　手　名 等

大和ジュニア

秦野総合高校

秦野高校

大　会　名 期 日

田　村

新人大会（団体）

大　会　名
☆　中体連記録

国体少年男女選考会

女　　子

南毛利

期 日大　会　名

1

男　　子 秦野高校

伊勢原ジュニアＡ

全国大会県予選会（個人）

　県民体育大会
　兼国体県予選会

女　　子

県総合体育大会（個人）

和　泉　　希

村　礒　春　菜

7

秦野高校

第３位 松　元 佐　藤・

第３位 山　本 ・ 荻　野

5
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