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牧之原市インディアカ協会ローカル部　大会結果まとめ
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令和元年9月15日 9クラブ　　16チーム 令和２年２月１６日 11クラブ　17チーム

榛原中学校体育館 男：8チーム　女：8チーム 榛原中学校体育館 男女混合

第１４回牧之原市長杯 第14回親睦大会

第１３回牧之原市長杯 第13回親睦大会

平成30年10月21日 9クラブ　　17チーム 平成31年3月3日 11クラブ　17チーム

榛原中学校体育館 男：9チーム　女：8チーム 榛原中学校体育館 男女混合
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第１５回牧之原市長杯 第１５回親睦大会

令和２年11月22日 9クラブ　　20チーム 令和３年２月１４日 ６クラブ　１１チーム

榛原中学校体育館 男：11チーム　女：9チーム 榛原中学校体育館 男女混合

男子の部 女子の部 Aコート Bコート Cコート

優勝 ハイチュウC アミーゴ 優勝
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第１７回牧之原市長杯 第１７回親睦大会

令和４年11月20日 9クラブ　　15チーム 令和5年2月19日 8クラブ　　 14チーム

榛原中学校体育館 男：8チーム　女：7チーム 榛原中学校体育館 男女混合

男子の部 女子の部 Aコート Bコート Cコート Dコート

優勝 ハイチュウA アミーゴ 優勝
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第１６回牧之原市長杯 第１６回親睦大会（中止）

令和３年８月８日 9クラブ　14チーム（総当り） 令和４年２月13日

榛原中学校体育館 男：7チーム　女：7チーム 榛原中学校体育館 男女混合

男子の部 女子の部 Aコート Bコート Cコート Dコート

優勝 ハイチュウA のんき 優勝

２位 ハイチュウC マーメード ２位

３位 ３位ヴィーナス橋向



平成28年11月20日
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第10回牧之原市長杯

３位 柏原 アミーゴ

男子の部 女子の部
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平成29年2月26日

優勝

２位

アミーゴ

橋向 勝間田B

9クラブ　19チーム

第11回親睦大会

優勝

２位

３位

9クラブ　19チーム平成27年11月22日 10クラブ　　21チーム

仁田A 仁田B

榛原中学校体育館 男：12チーム　女：9チーム 静波体育館 男女混合

Aコート Bコート Cコート

仁田B 道上B 柏勝A

第11回牧之原市長杯

10クラブ　　21チーム

第10回親睦大会

平成28年2月28日
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第９回親睦大会第９回牧之原市長杯
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第８回牧之原市長杯 第８回親睦大会

平成25年11月24日 11クラブ　　23チーム 平成26年3月2日 10クラブ　22チーム

柏原 勝間田B

３位 橋向C 橋向B 道上A アミーゴ星３位 タッチ 橋向B

２位 タッチ パルB 柏勝C 仁田D２位

Cコート Dコート

優勝 道場A 勝間田A 優勝 仁田B 仁田D 柏勝C 仁田A

男子の部 女子の部 Aコート Bコート

仁田C パルA

道上A 柏勝A

３位 仁田A 仁田B 橋向C 仁田 ３位 仁田E アミーゴ星

２位 橋向B 勝間田B ２位 柏勝B パルB

男：12チーム　女：9チーム 榛原中学校体育館 男女混合

榛原中学校体育館 男：12チーム　女：9チーム 榛原中学校体育館 男女混合

平成27年3月1日 9クラブ　19チーム平成26年11月23日 10クラブ　　21チーム

Bコート Cコート

道上 パル 勝間田A

２位２位 柏原

３位３位 藤沢

榛原中学校体育館 男：14チーム　女：9チーム 榛原中学校体育館 男女混合

第12回牧之原市長杯 第12回親睦大会

平成30年2月25日 10クラブ　　20チーム 平成29年9月17日 10クラブ　20チーム

榛原中学校体育館 男：9チーム　女：11チーム 静波体育館 男女混合

男子の部 女子の部 Aコート Bコート Cコート

優勝 ハイチュウA アミーゴ 優勝 アミーゴ星 橋向B パルB

２位 ハイチュウC 勝間田A ２位 柏勝B 道上B ハイチュウE

３位 柏原 ハイチュウB パル 勝間田B ３位 道上A ハイチュウA 柏勝A



第７回牧之原市長杯 第７回親睦大会

平成24年11月25日 11クラブ　　28チーム 平成25年2月17日 11クラブ　24チーム

Cコート Dコート

優勝 仁田A 道場 優勝 道上A 仁田D アミーゴ月 仁田A

男子の部 女子の部 Aコート Bコート

道場A アミーゴ星 仁田 ３位 藤沢C 道場A

２位 柏原 アミーゴ月 ２位 パルA 柏勝C

Cコート Dコート

優勝 柏原A 道場 優勝 仁田C 橋向C 柏勝B 道場A

男子の部 女子の部 Aコート Bコート

パルA 柏勝D

第５回牧之原市長杯 第５回親睦大会

平成22年11月21日 11クラブ　　28チーム 平成23年2月26日 12クラブ　28チーム

道場B 仁田D

３位 仁田A 仁田C 仁田A 藤沢 ３位 柏勝C パルB

２位 道場 パル ２位 橋向A 柏勝C

Cコート Dコート

優勝 柏原A 道場 優勝 タッチB 橋向B 道場B 柏勝B

男子の部 女子の部 Aコート Bコート

柏勝C 藤沢B

藤沢C パルB

３位 仁田B 柏原B パル 藤沢 ３位 橋向C タッチA

２位 鹿島B 橋向A ２位 仁田B アミーゴA

榛原中学校体育館 男：16チーム　女：12チーム 榛原中学校体育館 男女混合

榛原中学校体育館 男：14チーム　女：12チーム 榛原中学校体育館 男女混合

道上B 藤沢A

第６回牧之原市長杯 第６回親睦大会

平成23年11月27日 11クラブ　　26チーム 平成24年2月26日 13クラブ　28チーム

仁田C 橋向C

３位 道上

榛原中学校体育館 男：16チーム　女：12チーム 榛原中学校体育館 男女混合

男子の部 女子の部 Aコート Bコート Cコート Dコート

優勝 柏原 柏原A 優勝

第４回牧之原市長杯 第４回親睦大会

平成21年  月  日   クラブ　  チーム 平成22年  月  日   クラブ　  チーム
榛原中学校体育館 男：  チーム　女：  チーム 榛原中学校体育館 男女混合

男子の部 女子の部 Aコート Bコート Cコート Dコート

優勝 道場A 藤沢 優勝

２位 ２位

３位 ３位

第３回牧之原市長杯 第３回親睦大会

平成20年  月  日   クラブ　  チーム 平成21年  月  日   クラブ　  チーム
榛原中学校体育館 男：  チーム　女：  チーム 榛原中学校体育館 男女混合

２位 ２位

３位 ３位



男：１８チーム 女：１４チーム

仁田B 仁田A

藤沢B 橋向C

２位
優勝

秋季大会 春季親睦大会

平成17年11月27日 男：18チーム　女：14チーム 平成18年２月26日 会員数：245名

相良３位 相良 藤沢 パルB 道場

第１回親睦大会

32チーム

3位

Aコート Bコート Cコート Dコート

勝虫トンボ赤優勝

2位

平成19年２月25日

柏原A 藤沢 道場A 仁田B 仁田E 橋向B

男子の部 女子の部 Aコート Bコート

３位 鹿島B 橋向 道場A 道場B

Eコート Fコート

勝虫トンボ

藤沢

橋向A２位 仁田A パルA 仁田C 仁田B

榛原中学校体育館

榛中・仁田体育館 榛中・仁田体育館
Cコート Dコート

優勝

道場A 仁田B 橋向 橋向B優勝

Aコート Bコート

平成18年11月26日
榛原中学校体育館・仁田体育館

男：18チーム　　女：14チーム

道場A エンドレス 藤沢B 仁田C

タッチB 火だるま 橋向A

仁田A 仁田F 道場A

男子

第１回牧之原市長杯

女子

Cコート Eコート Fコート

第２回牧之原市長杯 第２回親睦大会

平成19年  月  日   クラブ　  チーム 平成20年 月  日   クラブ　  チーム
榛原中学校体育館 男：  チーム　女：  チーム 榛原中学校体育館 男女混合

男子の部 女子の部 Aコート Bコート Cコート Dコート

優勝 仁田 仁田 優勝

２位 ２位

３位 ３位


