
軟式野球 平成29年4月2日（日）～7月2日（日）延８日間  

14チーム  300人 

第1位 第2位 第3位 

逗子市消防本部 逗子シーガルス 大吟醸・逗子市役所野球部 

 

水泳 平成29年8月11日（金） 168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 井上 小笠原 

50m自由形 丸山 上町 

100m平泳ぎ 田中 吉川 

50m背泳ぎ 森 上町 

100m自由形 丸山 吉川 

50m平泳ぎ 増田 白戸 

50mバタフライ 星合 吉川 

200mリレー 逗子開成中F 南郷中学 

★一般の部 

種別 男子 第1位 女子 第1位 

100m個人ﾒﾄﾞﾚ  ー 杉原 白田 

50m自由形 10代 野副 

20代 杉原 

30代 平沢 

40代 吉川 

60代 高橋 

 

 

 

100m平泳ぎ 10代 野村 

50代 鏡島 

 

25m背泳ぎ 30代 岡庭 

60代 岸名 

70代 吉田 

40代 白田 

50m背泳ぎ 10代 鈴木  

100m自由形 10代 野副 

20代 青木 

50代 佐藤 

60代 高橋 

70代 吉田 

 

 

50m平泳ぎ 10代 野村 

30代 高橋 

60代 岸名 

70代 吉田 

 

 

 

50mバタフライ 10代 高須 

50代 佐藤 

 

200mリレー 逗子開成高A  

 

柔道 平成29年6月18日（日）  98人 

種別 第1位 第2位 第3位 

小学1年生 加藤 二宮 丹沢 

小学2年生 松原 貝瀬 山田・山崎 

小学3年生 竹下 柿沼 長澤・庄司 

小学4年生 山田 佐々木 磯沼・市原 

小学5年生 貝瀬 牧野 三橋・小林 

小学6年生 柿沼 土屋 二宮・竹下 

中学１年生 男子 牧野 山田 田尻・山中 

中学２年生 男子 栗林 永澤 土屋・竹内 

中学３年生 男子 小菅 三井 矢上・小西 

中学生 女子 真山 佐藤 林・樫尾 

 

卓球 平成29年9月17日（日）  149人 

★シングルス 

種別 第1位 第2位 第3位 

一般男子の部 金本 木村 儘田・佐藤 

中学男子の部 白岩 堀 飯田・斎藤 

一般女子Aの部 亀山 三留 田中・佐藤 

一般女子Bの部 安達 菅野 藤吉・吉田 

一般女子Cの部 村松 長谷山 鈴木・平原 

★ダブルス 

種別 第1位 第2位 第3位 

一般男子の部 金本・石井 佐藤・市橋 金光・村松 

面・小澤 

一般女子Aの部 三橋・末永 亀山・田中 佐藤・永田 

一般女子Bの部 菅野・吉田 渡辺・山口 長嶋・武田 

樋口・藤吉 

一般女子Cの部 松井・石黒 億・藤澤 江指・蒲谷 

ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ混合Wの部 樋口・大志田 米沢・赤羽 滝沢・清水 

 

バレーボール  

平成29年10月7日（土）、30年2月18日（日）31チーム 260人 

種別 第1位 第2位 第3位 

中学男子の部 逗子開成中 逗子中 久木中 

中学女子の部 南郷中 逗子中 久木中 

ソフトバレー一般 チーム先生 HAZZ チーム杉田 

ソフトバレー中学男子 逗子中① 逗子中② 久木中 

ソフトバレー中学女子 久中C チームST 久中A 

一般男子9人制の部 逗葉クラブ KVC 逗子排友会 

一般女子9人制の部 葉山クラブ 逗子 池子・ＡＮＮＤＹ 

 

 

 



バスケットボール 平成29年10月28日（土）29日（日） 

26チーム 360人 

５日 第1位 第2位 

男子A ファーストブレーカーズ ＺＯＵＳＡＮ 

男子B ＵＮＩＴＥ ＡＬＩＡＳ 

女子A 玉遊倶楽部 サプライズ 

６日 第1位 第2位 

男子A ＢＡＹ－ＳＩＤＥ Ｌ.Ｏ.Ｄ 

男子B ＭＵＧＥＮ 横須賀Ｌ.Ｍ.Ｇ36ＥＲＳ 

女子A ＵＮＩＯＮ ＫＹｍａ 

女子B たかとり ＭＡＫＥ’Ｓ 

 

バドミントン 平成29年9月23日（土） 24日（日）  280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 長田 渡邉・須賀 及川・柴垣 

第2位 山本 小牧 出井・吉川 篠塚・河野 

第3位 土川・仙石 矢澤・滝澤 堀江・松下 

仙石・藤縄 

菊池・岸 

桑野・竹野 

★一般の部 

種別 男子Ｓ 

A・B 

クラス 

女子S 

Ａ 

クラス 

男子W 

Ａ・Ｂ・Ｃ 

クラス 

女子Ｗ 

Ａ・Ｂ・Ｃ 

クラス 

第1位 Ａ 島村  

Ｂ 光永  

 

A 東山 Ａ 渡辺 

  二階堂 

Ｂ 高橋 

  光永 

Ｃ 菊地 

  日比 

Ａ 堀内 

  大山 

Ｂ 東山 

  佐藤 

Ｃ 高山 

  小川 

第2位 Ａ 内田  

Ｂ 宮下  

 

A 冨永 Ａ 作佐部 

  渡部 

Ｂ 河田 

  高橋 

Ｃ 石塚 

近藤 

Ａ 武井 

  初谷 

Ｂ 味噌山 

  斉藤 

Ｃ 上野 

  出島 

第3位 Ａ 渡部 

  高井 

Ｂ 二階堂 

  嘉山 

 

A 今泉 

  子安 

Ａ 島村 

  目黒 

Ａ 高井 

  三上 

Ｂ 川村 

  嘉山 

Ｂ 芳賀 

  上原 

Ｃ 池田 

  林 

Ａ 渡辺 

  堀越 

Ａ 橋本 

  八木橋 

B 明戸 

  中村 

B 高橋 

  久米 

C 荒木 

  工藤 

 

剣道 平成29年10月1日（日）  87人 

種別 第1位 第2位 第3位 

小学3･4年の部 髙橋  吉家 加藤・儀宝 

小学5･6年の部 五ノ井 早瀬 鈴木・堀川 

中学（初心者）の部 右田 谷口 岡田・星野 

中学の部 友部 佐々木 飯塚・鈴木 

高校男子の部 薬袋 木村 上西・太田 

高校・一般女子の部 佐藤 小瀬村 冨澤 

一般男子の部 中橋 近藤 石渡・安保 

 

陸上 平成29年8月20日（日）  224人 

種別 第1位 第2位 第3位 

男子100m 篠原 秋山 吉野 

男子200m 鈴木 鈴木 後藤 

男子1,500ｍ 藁科 渡部 ロホマン 

男子3,000m 三木 藁科 鎌田 

女子100m 早川 平田 土屋 

女子200m 笹尾 安藤 平塚 

女子1,500ｍ 鎌田   

 

ソフトテニス 平成29年８月27日(日)・９月２日(土)・３日(日) 209人 

種別 第1位 第2位 第3位 

一般男子 遠藤・奥平 浜田・上澤 嶋田・岩崎 

一般女子 田光・鈴木 今井・伊藤 伊東・武笠 

壮年Ａ 小山・野村 夏井・宅間 黒瀬・佐藤 

壮年B 安田・土屋 斎藤・重永 小山・関口 

中学男子 井上・小島 出口・小池 稲本・前田 

岩佐・清水 

中学女子 柳沢・大澤 斎藤・大木 石渡・福井 

高橋・吉川 

 

弓道 平成29年10月１日（日）  73人 

種別 第1位 第2位 第3位 

男子の部 宮本 中程 奏 

女子の部 佐藤 小川 髙橋 

 

ソフトボール 平成29年6月11日（日） 3チーム  102人 

種別 男子 

第1位 若波 

第2位 ウォールナッツ 

第3位 チーム海 

 

合気道 平成29年6月11日（日）  52人 

★演武披露（少年部･一般部） 

 

 

 



スキー 平成30年１月7日（日） 44人 

種別 第1位 第2位 第3位 

小学生１～４年の部（男子） 石原 坂 片岡 

小学生５・６年の部（男子） 石原 田所 荒川 

中学生の部（男子） 田所   

成年Bの部（男子） 石原   

壮年Aの部（男子） 阿部 片岡  

壮年Cの部（男子） 飯山 糖信 峯尾 

壮年Dの部（男子） 小池 篠田  

小学生１～４年の部（女子） 小峰 阿部 正木 

小学生５・６年の部（女子） ベヌッチ   

成年Bの部（女子） 石原   

壮年Aの部（女子） 坂 小峰 阿部 

壮年Cの部（女子） 篠田 阿部  

壮年Dの部（女子） 白井   

 

ゴルフ 平成29年5月17日（水）  57人 

種別 第1位 第2位 第3位 

新ぺリアの部 石川 梅澤 橋本 

 

サッカー 平成29年4月～平成30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 ALL-Z 

第2位 ALL-Z 逗子リトル 

第3位 逗子少年 逗子少年 

種別 小学３年生の部 小学４年生の部 

第1位 ALL-Z FC明浜 

第2位 逗子リトル 山崎SC 

第3位 逗子少年 ALL-Z 

種別 小学５年生の部 小学６年生の部 

第1位 逗子リトル FC今宿 

第2位 ALL-Z 逗子リトル 

第3位 小坪SC 小坪SC 

種別 マスターズの部 一般の部 

第1位 葉山ガンバ ゴリノス 

第2位 ALL-Z 葉山ガンバ 

第3位 小坪ＧＡＲＯＴＯ イリス 

種別 レディースの部 シニアの部 

第1位 逗子リトルマーメイド ＦＣ笑笑 

第2位 小坪シーガールズ ゴリノス 

第3位 大楠 逗子リトル 

 

ヨット 平成29年10月1日（日） 17人 

第1位 第2位 第3位 

佐藤・中嶋 西岡 田中 

 

アーチェリー 平成29年9月10日（日） 20人 

種別 １位 ２位 

ベアボウ部門（50Ｍ・30Ｍ） 佐野 諏訪 

リカーヴ部門（50Ｍ・30Ｍ） 川本 細山 

コンパウンド部門（50Ｍ・30Ｍ） 大崎 鈴木 

 

テニス 平成29年9月18日（日）10月1日（日） 126人 

種別 第1位 第2位 第3位 

一般男子ダブルス 肥後橋・肥後橋 赤塚・三橋 石渡・福井 

一般女子ダブルス 土谷・小林 太田・角山 菱・藤井 

男子ダブルス(６５歳以上) 藤原・高梨 千葉・井本  

 

空手 平成29年9月3日（日）  58人 

種別 第1位 第2位 第3位 

少年部A形 関 山口 大西 

少年部B形 高原 富田 工藤 

少年部Ｃ形 倉田 岩澤 岡本 

少年部A組手 工藤 関 山口 

少年部B組手 高原 富田 山本 

少年部C組手 倉田 植松 岡本 

一般部形 原田 吉川 岩澤 

一般部組手 原田 五十嵐 吉川 

 

ダンススポーツ 平成29年5月14日（日）  316人 

種別 第1位 

つばき戦スタンダードワルツ 橋本・並木 

つばき戦スタンダードタンゴ 若菜・渋谷 

レディース戦ラテンチャチャチャ 橘 

レディース戦ラテンルンバ 泉 

レディース戦スタンダードワルツ 木村 

レディース戦スタンダードタンゴ 小川 

ほととぎす戦ラテンサンバ 藤井・高橋 

ほととぎす戦ラテンルンバ 薄平・金子 

ほととぎす戦スタンダードタンゴ 小林・近藤 

ほととぎす戦スタンダードスロー 千種・千草 

 

射撃 平成29年９月10日（日）、10月22日（日）  ６人 

種別 第1位 第2位 第3位 

エアーライフル 高橋 北川  

クレー 山口 山本 小笠原 

 

 


