
 

 

 

軟式野球 平成2８年4月３日（日）～７月３日（日）延８日間  

18チーム  400人 

第1位 第2位 第3位 

逗子シ―ガルス 逗子市消防本部 逗子レッドベアーズ・大吟醸 

 

水泳 平成2８年８月2０日（土） 19６人 

★中学生の部 

種別 男子 第1位 女子 第1位 

200m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚ  ー 逗子開成中Ａ 南郷中学 

100m個人ﾒﾄﾞﾚ  ー 野村 仲野 

50m自由形 森 吉村 

100m平泳ぎ 野村  

50m背泳ぎ 森 塚目 

100m自由形 安蒜 吉村 

50m平泳ぎ 石井 吉村 

50mバタフライ 山田 石原 

200mリレー 逗子開成中Ａ 南郷中学 

★一般の部 

種別 男子 第1位 女子 第1位 

200m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚ  ー 逗子開成高校Ａ  

100m個人ﾒﾄﾞﾚ  ー 10代 高須  

50m自由形 10代 野副 

40代 鈴木 

60代 杉沢 

70以上  吉田 

30代  横田 

 

 

 

100m平泳ぎ 10代 野村 

50代 鏡島 

 

50m背泳ぎ 10代 高須  

25m背泳ぎ 70以上 岸名  

100m自由形 10代 野副 

40代 鈴木 

10代 山田 

 

50m平泳ぎ 10代 杉原 

30代 高橋 

40代 桶掛 

60以上 杉沢 

 

 

 

50mバタフライ 10代 天野  

200mリレー 逗子開成高Ｅ  

 

柔道 平成28年6月26日（日）  203人 

種別 第1位 第2位 第3位 

小学1年生 松原 貝瀬 山口・山﨑 

小学2年生 竹下 羽生田 柿沼・長澤 

小学3年生 佐々木 山田 磯沼・片嶋 

小学4年生 貝瀬 牧野 小林・栗城 

小学5年生 柿沼 土屋 熊谷・小玉 

小学6年生 藤田 田尻 市川・牧野 

中学１年生 男子 本田 小林 増田・鈴木 

中学２年生 男子 小菅 佐藤 森田・秋元 

中学３年生 男子 大濱 平岡 下坂・村澤 

中学生 女子 鈴木 真山 西川・林 

 

バドミントン 平成28年９月24日（土） 25日（日）  270人 

★中学生の部 

種別 男子 Ｓ 女子 Ｓ 男子 Ｗ 女子 Ｗ 

第1位 三原 岸井 近藤・髙橋 白井・若林 

第2位 出井 塩野 喜多・鶴岡 門脇・渡邊 

第3位 川田・市川 工藤・清水 中之薗・荻原 

内山・首藤 

行谷・船山 

河口・鏑木 

★一般の部 

種別 男子Ｓ A・B・Ｃ 

クラス 

男子Ｓ Ａ・Ｂ・Ｃ 

クラス 

女子Ｗ Ａ・Ｂ・Ｃ 

クラス 

第1位 Ａ 鈴木  

Ｂ 三上  

Ｃ 小出 

Ａ 陶山・上野 

Ｂ 尾崎・田中 

Ｃ 竹中・小出 

Ａ 佐々木・渡辺 

Ｂ 柿島・前田 

Ｃ 越智・平塚 

第2位 Ａ 小林  

Ｂ 嘉山  

Ｃ 衣袋 

Ａ 佐々木・八木橋 

Ｂ 向田・ 水野 

Ｃ 浅野・崎田 

Ａ 八木橋・大山 

Ｂ 明戸・中村 

Ｃ 神原・小原 

第3位 Ａ 山下 安西 

Ｂ 佐々木 石井 

Ｃ 渡辺 冨森 

Ａ 高橋・山村 

Ａ 今井・髙橋 

Ｂ 佐藤・藤田 

Ｂ 佐々木・嘉山 

Ｃ 小山・室井 

Ｃ 鈴木・松本 

Ａ 武井・初谷 

Ａ 小泉・反田 

Ｂ 白田・飯村 

Ｂ 山下・由茅 

Ｃ 吉川・：牧野 

Ｃ 武田・児玉 

 

剣道 平成28年10月２日（日）  103人 

種別 第1位 第2位 第3位 

小学２･３年男女の部 儀宝 早瀬 古川 

小学4年男子の部 柏木 山口 小栗 

小学5年男女の部 堀川 北川 儀宝 

小学６年男女の部 石部 伊原  

中学1年男子の部 川口 二宮 管・竹田 

中学2年男子の部 笠原 鈴木 高橋・首藤 

中学3年男子の部 須一 薬袋 野口 

中学１～3年女子の部 藤井 千坂  

高校１･２年、一般女子 田嶋 西村 鈴木 

高校１・２男子 安藤 関谷 佐々木・宮本 

一般男子の部 牧野 福冨 小林・吉家 



卓球 平成28年9月18日（日）  160人 

★シングルス 

種別 第1位 第2位 第3位 

一般男子の部 木村 寺島 儘田・佐久間 

中学男子の部 根岸 谷田 藤田・春山 

一般女子Aの部 三留 柴田 山本 

一般女子Bの部 片山 森 星野・村上 

一般女子Cの部 松井 蒲谷 村松・小高 

★ダブルス 

種別 第1位 第2位 第3位 

一般男子の部 面・安藤 金光・村松 儘田・小澤 

谷口・北田 

一般女子Aの部 三留・柴田 山本・後藤 安藤・三浦 

一般女子Bの部 斉藤・星野 亀山・田中 片山・安西 

杉浦・服部 

一般女子Cの部 小高・平井 

 

松井・遠山 奥・蒲谷 

江指・渡辺 

ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ混合Wの部 清水・川口 池上・樋口 望月・土佐 

 

バレーボール  

平成28年10月８日（土）、29年2月19日（日）17チーム 182人 

種別 中学男子の部 中学女子の部 

第1位 久木中 逗子中 

第2位 逗子中 久木中 

第3位 逗子開成中 南郷中 

種別 一般男子9人制の部 一般女子9人制の部 

第1位 逗葉クラブ 久木 

第2位 上矢部クラブ ＡＮＮＤＹ 

第3位 逗子排友会 池子・葉山クラブ 

 

バスケットボール 平成2８年１１月５日（土）6日（日） 

2２チーム ３００人 

５日 第1位 第2位 

男子A Ｌ.O.D  ＲＯＯＴ 

６日 第1位 第2位 

男子A ＺＯＵＳＡＮ ＵＮＩＴＥ 

男子B 籠球ＳＰＩＲＩＴＳ ＨＵＭＭＥＲ 

女子A ＴＡＫＡＴＯＲＩ ＮＥＸＵＳ 

女子B ＭＡＲＩＢＵＳ サプライズ 

 

陸上 平成2８年8月21日（日）  181人 

種別 第1位 第2位 第3位 

男子100m 秋山 

本橋 

 桑原 

男子200m 阿部 平田 權藤 

男子４00m 工藤 米須 西山 

男子800ｍ 太田 園田 増永 

男子1,500m 鎌田 三浦 渡部 

男子3,000m 三浦 石塚 渡部 

女子100m 矢嶋 石塚 上田 

女子200m 野口 上田  

 

ソフトテニス 平成2８年8月２８日（日）  9月３日（土）  128人 

種別 第1位 第2位 第3位 

一般男子 茂木・堀井 野口・嶋田 柴田・佐藤 

一般女子 平松・松崎 伊東・鈴木 秋元・伊藤 

壮年Ａ 後藤・上澤 原・黒瀬 小山・野村 

壮年B 関口・土屋 近藤・古森 加藤・安田 

中学男子 高橋・大塚 宿谷・藤島 佐藤・星合 

林・大西 

中学女子 尾上・石井 中西・只川 近藤・山本 

石渡・榎本 

 

弓道 平成2８年10月２日（日）  78人 

種別 第1位 第2位 第3位 

男子の部 松尾 笹村 加藤 

女子の部 石澤 金松 井上 

 

ソフトボール 平成28年6月１２日（日） ５チーム  137人 

種別 男子 

第1位 ファイターズ 

第2位 池子 

第3位 ウォールナッツ 

 

スキー 平成29年１月7日（土）・8日（日） 36人 

種別 第1位 第2位 第3位 

小学生２・３年の部（女子） 小峰 阿部  

小学生５・６年の部（女子） ベヌッチ 木村  

小学生３・４年の部（男子） 田所 草刈 木村 

小学生６年の部（男子） 田所   

成年Ｂの部 阿部・草刈   

壮年Ａの部 ベヌッチ 小峰 田所 

壮年Ｃの部（女子） 阿部 篠田  

壮年Ｃの部（男子） 佐藤 糖信  

壮年Ｄの部（女子） 白井   

壮年Ｄの部（男子） 小池 柏村 篠田 

 

 

 

 

 

 



サッカー 平成2８年5月～平成2９年3月  1000人 

種別 小学１年生の部 小学２年生の部 

第1位 逗子リトル 逗子リトル 

第2位 ALL-Z 葉山ＪＧＫ 

第3位 葉山ＪＧＫ 小坪ＳＣ 

種別 小学３年生の部 小学４年生の部 

第1位 山崎ＳＣ ALL-Z 

第2位 ALL-Z 逗子リトル 

第3位 ＦＣ夏島 鶴嶺ＦＣ 

種別 小学５年生の部 小学６年生の部 

第1位 ALL-Z ALL-Z 

第2位 逗子リトル 逗子リトル 

第3位 小坪 鶴嶺ＦＣ 

種別 中学生の部 一般の部 

第1位 ALL-Z Ａ ゴリノス 

第2位 逗子開成中 Ａ 逗子市役所 

第3位 久木中 カントリー 

種別 レディースの部 シニアの部 

第1位 逗子リトルＭＳＣ 逗子市役所 

第2位 やまびこＳＣ ＦＣ笑笑 

第3位 シ―ガルズＦＣ 葉山ガンバ 

種別 マスターズの部  

第1位 小坪ＧＡＲＯＴＯ  

第2位 ALL-Z  

第3位 葉山ガンバ  

 

アーチェリー 平成2８年9月２５日（日） 20人 

種別 １位 

ベアボウ部門（50Ｍ・30Ｍ） 佐野 

リカーヴ部門（50Ｍ・30Ｍ） 川崎 

コンパウンド部門（50Ｍ・30Ｍ） 伊藤 

近的の部（Ａ）30Ｍダブル 石渡 

近的の部（Ｂ）10Ｍダブル 細山 

 

テニス 平成2８年9月１８日（日）１９日（月･祝）  138人 

種別 第1位 第2位 第3位 

一般男子ダブルス 金子・菊池 真保・津田 藤沢・久田見 

一般女子ダブルス 土谷・小林 太田・角山 岩山・福田 

男子ダブルス(45歳以上) 村井・馬場 高木・一戸  

男子ダブルス(65歳以上) 千葉・井本 桐生・渋谷  

女子ダブルス(45歳以上) 佐野・荻野 嶋田・樋口  

ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ(一般)) 高橋・青木 米山・星野 船田・岡部 

ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ(90歳以上) 高森・高森 笠井・猪飼  

ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ(120歳以上) 久田見・森脇   

ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ(130歳以上) 友野・川上   

 

ヨット 平成28年9月２5日（日）  17人 

第1位 第2位 第3位 

佐野・佐野 田中 佐藤・中嶋 

 

合気道 平成28年6月12日（日）  52人 

★演武披露（少年部･一般部） 

 

ゴルフ 平成28年5月18日（水）  66人 

種別 第1位 第2位 第3位 

新ぺリアの部 中木 加藤 三村 

 

空手 平成2８年9月４日（日）  61人 

種別 第1位 第2位 第3位 

少年部A形 工藤 関 山口 

少年部B形 高原 山口 富田 

少年部Ｃ形 鈴木 井ノ上 吉川 

少年部A組手 工藤 関 山口 

少年部B組手 高原 佐藤 片山 

少年部C組手 吉川 井ノ上 鈴木 

一般部形 原田 田中 渋江 

一般部組手 田中 原田 五十嵐 

 

射撃 平成28年9月18日（日）10月8日(土)、10月19日(水) 10人 

種別 第1位 第2位 第3位 

クレーの部 山本 永塚 小笠原 

エアーライフル 高橋   

Ｌ．Ｂ．ライフル 山本   

 

ダンススポーツ 平成2８年5月8日（日）  237人 

種別 第1位 

つばき戦スタンダードワルツ 安東・藤田 

つばき戦スタンダードタンゴ 丹野・古川 

レディース戦ラテンチャチャチャ 丸山 

レディース戦ラテンルンバ 小谷 

レディース戦スタンダードワルツ 栗原 

レディース戦スタンダードタンゴ 的場 

ほととぎす戦ラテンサンバ 飯島・橘 

ほととぎす戦ラテンルンバ 西村・西村 

ほととぎす戦スタンダードタンゴ 灰田・灰田 

ほととぎす戦スタンダードスロー 赤坂・雨海 

 

 


