
5/5 ダブルス 5/6 シングルス
種目 参加数 優勝 ２位 ３位 ３or４位
ＭＤ 中岡晃啓（あひる団） 中澤健亮・百瀬隆幸 中村　清（住金鹿島） 大木利浩（住金鹿島）

浅野記生 (日立ハイテク・チェリー） 本城正己(日立ハイテク）大柳千尋
2030ＭＤ 大橋雅道（阿見町体協）島田  明（ＢＬⅦ) 家田浩司(日立ハイテク）井上繁春（ぼのぼの）

小崎貴行 照沼貴人（阿見町体協） 桃井雅和（茨城町体協）内山崇
40ＭＤ 斉藤（SPEEDSTAR） 大内（茨城町体協） 野元（牛久クラブ）

成田 稲田 近藤
5060ＭＤ 名嶋隆（神宮クラブ） 長沼（Fシャトル) 鈴木健二（ＢＬⅦ) 早川

森研二 篠崎(ラブオール） 室岡（阿見町体協） 伴
ＷＤ 佐野（日立化成） 藤澤（日立化成） 大塚（日立化成） 杉山（日立化成）

綿引 土田 牧之瀬 古川
2030ＷＤ 谷島（阿見町体協） 森知美 阿部（ぼのぼの） 鈴木（Hi！tachi）

羽生(Ｃｏｏｌｓｈｏｔ） 小沼尚子 菅原 木内（チェリー）
40ＷＤ 椎名（BLⅦ） 高野（日立化成） 塚田（BLⅦ） 篠崎（Hi！tachi）

川崎（一期） 坂本（Hi！tachi） 大黒 山口
50ＷＤ 渡辺（アクティブ） 青木(みとクラブ） 野尻（BLⅦ） 山田（飛翔）

吉川 井坂 浦山(みとクラブ） 沼田
ＭＳ 8 吉澤賢一（ウィザス高教） 福井啓仁 今井章人 浅野記生（あひる団）
30ＭＳ 13 大柳千尋（住金鹿島） 中澤健亮（日立ハイテク） 百瀬隆幸（チェリー） 井上繁春（ぼのぼの）
40ＭＳ 5 家田浩司（日立ハイテク） 森  洋(稲敷クラブ） 成田隆二（SPEEDSTAR境　有紀（筑波大職員）
50ＭＳ 5 名嶋 隆（神宮クラブ） 森  研二（神宮クラブ） 洞口　勝（陸上自衛隊） 林　高志（神宮クラブ）
60ＭＳ 3 伴 順造(豊郷クラブ） 早川 博 武田賢展（ブリッジ）
ＷＳ 12 犬飼菜月（日立化成） 綿引悠貴（日立化成） 磯下由貴子（筑波大学）平野加奈子(日立化成）

6/22　ダブルス 7/6　シングルス
種目 参加数 優勝 ２位 ３位 ３or４位
ＭＤ 野口（日大） 小松崎（法政大） 浅野（東海大） 浅野（あひる団）

高島（日体大） 糸井（日大） 福岡 中岡
30ＭＤ 小川原（さわやか） 茂木（日製日立） 下村（つく国ＯＢ会）菅野（日立水戸）

鈴木 江島（白鳥会竹園） 大塚 小森
4050ＭＤ 井上（SPEEDSTAR） 成田（神宮クラブ） 林（神宮クラブ） 桜場（日製日立）

家田 斉藤 森 小池
ＷＤ 杉山（日立化成） 綿引（日立化成） 菊山（東女体大） 藤澤（日立化成）

古川 犬飼 山口（専修大） 土田
30ＷＤ 鎌上（なぎさクラブ） 二宮（Again） 青柳（ラブオール）

鈴木 斉藤 保立
40WD 高野(日立化成) 福地(一期) 安藤(Wピース) 飯塚(ラブオール)

坂本(Hi!tachi) 近内(一期) 小林(BLⅦ) 出口(ラブオール)
50ＷＤ 渡辺（アクティブ） 野尻（BLⅦ） 小菅（茎崎クラブ） 仲道（茎崎ク）

吉川 埀野 大湊 山村（一期）
ＭＳ 16 野口　勝利(日大) 小松崎　佑也（法政大）　高島　誠(日体大) 糸井　忍(日大)

２部30ＭＳ 4 芳賀　一真 野村　毅洋 友部　玲太 川又　賢治(チームM&J)

40ＭＳ 4 家田　浩司(日立ハイテク)井上　茂(茨城町体協) 名嶋　隆(神宮クラブ) 成田　隆二(SPEED STAR)

50MS 5 森　研二(神宮クラブ) 長沼　茂（Fシャトル) 洞口　勝（陸上自衛隊） 埀野　正義(BLⅦ)

ＷＳ 6 綿引　悠貴(日立化成) 藤澤　香織（日立化成）犬飼　菜月(日立化成) 土田　茉実(日立化成)

種目 参加数 優勝 ２位 ３位 ４位
男子 8 バド・は・イイサー 日立 ば～つく 住友金属
女子2部 12 一期 ラブオール BLⅦ 阿見体協
女子3部 6 BLⅦ みとクラブ ラブオール とがしらクラブ

種目 参加数 優勝 ２位 ３位 ４位
ＭＳ 24 古谷勇人 桜井恵介(阿見中) 村井里樹(阿見中) 中山進太郎(常総学院高)

２部ＭＳ 12 木村亮介(吉原少年団) 本田優寿(宮中クラブ) 光本和久(宮中クラブ) 寺田裕貴(阿見中)

30,40,50MS 4 名嶋隆(神宮クラブ) 森洋(稲敷クラブ) 成田隆二(SPEED STAR) 野村毅洋

１部ＭＤ 堀米 野口(常総学院高) 今井 浅野（常総学院高)
安達 木村 古谷 森

２部ＭＤ 渡辺 森(稲敷クラブ) 實藤(阿見中) 堀井(阿見中)
大関 成田(Speed Star) 小林 寺田

ＷＳ 10 佐藤詩織(常総学院高) 相澤理沙 中山善子(常総学院高) 酒井愛(府中中)
ＷＤ 中山(常総学院高) 柴村(ぼのぼの) 谷島(阿見体協) 佐藤(常総学院高)

井筒 菅原 羽生(Cool Shot) 小島
40歳以上 高野(日立化成) 川崎(一期) 家田(飛翔) 小澤(遊友メイト)
ＷＤ 坂本(Hi! Tachi) 北澤 鴨川 屋代

45,50,55 福地(一期) 海老原(茎崎クラブ) 山田(飛翔) 阿部(ラブリーズ)
ＷＤ 山村 二宮（Again） 広重 小林(遊友メイト)
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県立スポーツセンター

秋季大会（団体戦） 9/27 石岡市運動公園体育館

6

6

9

9

5

4

3

平成20年度県大会結果  BEST４一覧　
県春季大会兼全日本・関東シニア選手権大会予選会　

県立スポーツセンター

県民総合体育大会兼国民体育大会県選手選考会　　　 　
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県総合選手権大会   2/15　 ダブルス  2/22　シングルス 県立スポーツセンター
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