
 

今大会から当協会が主催者となり、開催することとなりました。 

 

軟式野球 平成30年4月1日（日）～6月3日（日）全6日間  

13チーム  400人 

第1位 第2位 第3位 

逗子シーガルス 逗子市消防本部 菊間軍団・逗子レッドベアーズ 

 

水泳 平成30年8月11日（土） 174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 逗子開成中学Ａ 南郷中学 

100m個人ﾒﾄﾞﾚ  ー 井上 吉川 

50m自由形 岡村 白戸 

100m平泳ぎ 田中 杉田 

50m背泳ぎ 金浦 宮崎 

100m自由形 井上 吉川 

50m平泳ぎ 田中 白戸 

50mバタフライ 星合 吉川 

200mリレー 逗子開成中学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  

100m個人ﾒﾄﾞﾚ  ー 菅原 鴨林 

50m自由形 10代 礒野 

20代 石井 

30代 草柳 

40代 吉川 

50代 佐藤 

10代 勝山 

30代 鴨林 

 

 

100m平泳ぎ 10代 清田 

20代 寺地 

50代 鏡島 

 

50m背泳ぎ 10代 中橋 10代 村田 

100m自由形 10代 磯野 

20代 青木 

 

 

50m平泳ぎ 10代 清田 

30代 高橋 

10代 勝山 

 

50mバタフライ 10代 菅原 

30代 草柳 

 

25mバタフライ 40代 樋掛 

50代 佐藤 

 

200mリレー 逗子開成高校  

バドミントン 平成30年9月29日（土） 30日（日）  219人 

★中学生の部 

種別 男子 Ｓ 女子 Ｓ 男子 Ｗ 女子 Ｗ 

第1位 原 吉川 岡部・大野 出口・堀江 

第2位 髙橋 石野 小池・吉田 加藤・長田 

第3位 堀井 

佐野 

並木 

宗澤 

住友・長山 

齋藤・松尾 

海老澤・渡邊 

髙橋・世安 

★一般の部 

種別 男子W 

Ａ・Ｂ・Ｃ 

クラス 

女子Ｗ 

Ａ・Ｂ・Ｃ 

クラス 

第1位 Ａ 前田・山本 

Ｂ 藤田・池田 

Ｃ 渡邉・中村 

Ａ 反田・渡辺 

Ｂ 中井・水野 

Ｃ 富所・高野 

第2位 Ａ 八木橋・高橋 

Ｂ 中井・小林 

Ｃ 竹中・小出 

Ａ 冨永・今泉 

Ｂ 川原・山村 

Ｃ 加藤・奏 

第3位 Ａ 相澤・小森谷 

Ａ 平田・今 

Ｂ 東山・菰方 

Ｂ 小俣・森 

Ｃ 有村・中野 

Ａ 堀越・林 

Ａ 松山・西羅 

B 伊藤・戸澗 

B 石田・柴田 

C 中野・佐藤 

C 荒木・出島 

 

剣道 平成30年10月14日（日）  105人 

 

卓球 平成30年9月23日（日）  148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 清水 中飯 

木村 

一般女子Bの部 高橋 山口 小髙 

吉田 

一般女子Cの部 蒲谷 座間 小泉 

渡辺 

★ダブルス 

種別 第1位 第2位 第3位 

一般男子の部 中飯・安藤 金本・石井 飯島・木村 

寺島・中村 

一般女子Aの部 三浦・服部   

一般女子Bの部 山口・樋口   

一般女子Cの部 松井・中園 座間・小峯  

ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ混合Wの部 大志田・高倉 川口・木川 滝沢・佐藤 

 



バレーボール  

平成30年10月6日（土）8日（月・祝） 

平成31年2月17日（日）34チーム 250人 

種別 第1位 第2位 第3位 

中学男子の部 逗子中学 逗子開成中学  

中学女子の部 南郷中学 久木中学 逗子中学 

ソフトバレー一般 ANNZ そらまめ 金ちゃんず 

ソフトバレー中学男子 逗子中学B 逗子中学A 逗子中学C 

ソフトバレー中学女子 逗子中学２年 逗子中学７２ 久中学A 

一般男子9人制の部 逗葉クラブ 逗子P連合① 
逗子排友会 

桜岡 

一般女子9人制の部 オーシャンズ 逗子 
久木 

南郷キャンディーズ 

 

バスケットボール 平成30年10月27日（土）28日（日） 

23チーム 270人 

27日 第1位 第2位 

男子A SLACKER ZUSHI 

男子B ボーンヘッズ ROOT 

女子 TAKATORI サプライズ 

28日 第1位 第2位 

男子A BAY－SIDE 籠球SPIRITU 

男子B TEAM HONGO マックスブレナー 

女子 GREEN COCO UNION 

 

ソフトテニス 平成30年８月26日(日)・９月1日(土)・2日(日) 73人 

種別 第1位 第2位 第3位 

一般男子Ａ 岩崎（佑）・滝沢 杉澤・佐々木 岩崎（翔）・野口 

一般男子Ｂ 茂木・堀井 加司・竹中 秋元・今泉 

一般女子 伊東・湊 大楽・馬場 今井・伊藤 

壮年１部Ａ 上澤・野村 夏井・横山 後藤・秋元 

壮年１部B 西澤・野田 山岸・佐藤 近藤・斉藤 

壮年２部 小山・安田 野添・尾島 関口・土屋 

中学男子 飯島・大槻 佐藤・篠田 中村・福田 

荒井・高橋 

中学女子 永田・相澤 篠崎・三浦 福島・梶 

宮本・山形 

 

弓道 平成30年10月7日（日）  78人 

種別 第1位 第2位 第3位 

男子の部 真部 嶋岡 青木 

女子の部 清住 田島 井上 

 

ソフトボール 平成30年6月17日（日） 2チーム  100人 

種別 男子 

第1位 ファイターズ 

第2位 ウォールナッツ 

 

スキー 平成31年１月5日（土） 53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 正木 

小学生５・６年の部（男子） 石原 片岡 平野 

中学生の部（男子） 荒川 降旗  

高校生の部（男子） 小松崎   

壮年Aの部（男子） 片岡 阿部 栂 

壮年Cの部（男子） 飯山 糖信 峯尾 

壮年Dの部（男子） 新倉 小池 篠田 

小学生１～４年の部（女子） 阿部 坂 正木 

小学生５・６年の部（女子） 小峰   

壮年Aの部（女子） 坂 堅田 降旗 

壮年Cの部（女子） 篠田   

壮年Dの部（女子） 平野 阿部  

 

サッカー 平成30年4月～12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ＳＣ 逗子リトルＳＣ Ｂ 

第2位 逗子少年ＳＣ 小坪少年ＳＣ 

第3位 ALL-Z ＦＣ七里 

種別 小学３年生の部 小学４年生の部 

第1位 小坪少年ＳＣ 逗子リトルＳＣ 

第2位 富岡ＳＣ Ａ 逗子少年ＳＣ 

第3位 逗子リトルＳＣ 小坪少年ＳＣ 

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ＳＣ 逗子リトルＳＣ 

第3位 逗子少年SC 逗子少年SC 

種別 マスターズの部 シニアの部 

第1位 葉山ガンバ 逗子少年シニア 

第2位 鎌倉五十雀 葉山ガンバ 

第3位 逗子少年 ＦＣ笑笑 

   



種別 レディースの部  

第1位 小坪シーガールズ  

第2位 リトルマーメイド  

第3位 逗子少年・ALL-Z連合  

 

アーチェリー 平成30年9月9日（日） 25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） 角 細山 

コンパウンド部門（50Ｍ・30Ｍ） 谷川  

30Mダブルス部門 国松 根岸 

 

テニス 平成30年9月16日（日）17日（月・祝） 150人 

種別 第1位 第2位 第3位 

一般男子ダブルス 吉田・福知 赤塚・三橋 中・額田 

一般女子ダブルス 坂本・高橋 新倉・大久保 岩山・福田 

男子ダブルス(45歳以上) 門脇・鈴木   

男子ダブルス 木村・鈴木 伊藤・甘粕  

女子ダブルス(45歳以上) 角山・藤井   

一般ミックスダブルス 福知・星野 菊池・菊池 藤沢・要 

ミックスダブルス(105歳以上) 長嶋・小谷   

ミックスダブルス(120歳以上) 高田・福田   

 

ヨット 平成30年10月14日（日） 7人 

第1位 第2位 第3位 

廣瀬 下薗 石川・丸岡 

 

空手 平成30年9月2日（日）  51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 富田 工藤 小林 

少年部Ｃ形 倉田 岩澤 岡本 

少年部A組手 関 山口 大西 

少年部B組手 富田 工藤 小林 

少年部C組手 田中 佐藤 可知 

一般部形 吉川 田中 青木 

一般部組手 五十嵐 田中 吉川 

 

 

 

 

 

 

 

ダンススポーツ 平成30年5月13日（日）  300人 

種別 第1位 

つばき戦ラテンチャチャチャ 佐久間（秀）・佐久間（真） 

つばき戦ラテンルンバ 片木・三輪 

つばき戦スタンダードワルツ 甲斐・坂倉 

つばき戦スタンダードタンゴ 佐々木・古米地 

レディース戦ラテンチャチャチャ 藤田 

レディース戦ラテンルンバ 西野 

レディース戦スタンダードワルツ 水野 

レディース戦スタンダードタンゴ 松井 

ほととぎす戦ラテンサンバ 本田・杉本 

ほととぎす戦ラテンルンバ 牧・三浦 

ほととぎす戦スタンダードタンゴ 岩間・鈴木 

ほととぎす戦スタンダードスロー 福本（宗）・福本（幸） 

 

 

 

 

 

 


