
聖徳 朝桜 能登川 湖東 竜王 日野 勝 負 順位

聖徳 3-1 3-0 3-0 3-0 3-0 5 0 1

朝桜 1-3 3-0 3-1 3-0 3-1 4 1 2

能登川 0-3 0-3 0-3 3-0 3-1 2 3 4

湖東 0-3 1-3 3-0 3-0 3-0 3 2 3

竜王 0-3 0-3 0-3 0-3 3-1 1 4 5

日野 0-3 1-3 1-3 0-3 1-3 0 5 6

聖徳 日野 朝桜 湖東 能登川 竜王

聖徳 湖東 朝桜 竜王 能登川 日野

聖徳 竜王 朝桜 能登川 湖東 日野

聖徳 能登川 朝桜 日野 湖東 竜王

聖徳 朝桜 能登川 湖東 竜王 日野

聖徳 能登川 朝桜 湖東 竜王 勝 負 順位

聖徳 3-0 3-0 3-0 3-0 4 0 1

能登川 0-3 3-0 3-0 3-0 3 1 2

朝桜 0-3 0-3 3-0 3-0 2 2 3

湖東 0-3 0-3 0-3 3-1 1 3 4

竜王 0-3 0-3 0-3 1-3 0 4 5

聖徳 竜王 能登川 湖東

聖徳 朝桜 能登川 竜王

湖東 竜王 能登川 朝桜

聖徳 湖東 朝桜 竜王

聖徳 能登川 朝桜 湖東第５試合

第２試合

１０・１１コート

第５試合

＜女子＞

第１試合

１２・１３コート

第６６回秋季総合体育大会　卓球第5ブロック大会

団体戦

＜男子＞

１～３コート ４～６ コート ７～９コート

期日：令和元年１０月１８日　場所：能登川総合スポーツセンター

第１試合

第２試合

第３試合

第４試合

第４試合

第３試合
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能登川総合スポーツセンター

男子個人戦(1) (P1)

1 2

2

2
1 1 1

1
2

1
1

1
1

1

1 1

2

1

2

1
1

1

1

37 西郡 大起 日野 h1

72

36 岡村 祐貴 聖徳 s25 s4 松本 嵐 聖徳 73

日野 71

奥田 健汰 湖東35 楢木 雄大 能登川 n25 k26

亀田　陽春 朝桜 70

34 野邑　惟吹 朝桜 t14 h24 栁原 叶空

33 田代 大智 湖東 k11 t13

68

32 小林 瑞生 能登川 n6 n9 田頭 陽向 能登川 69

聖徳 67

31 嶽元　良太 朝桜 t17 k7 翁 朱司 湖東

森口 響 竜王 66

30 山中 美輝 竜王 r14 s17 小澤 智史

29 堀上 裕人 聖徳 s6 r16

64

28 井上 寛斗 竜王 r4 h5 西墻　陽斗 日野 65

湖東 63

27 管 凌汰 能登川 n20 t4 松本　航太朗 朝桜

畑 裕真 聖徳 62

26 橋本 陽翔 日野 h15 k18 藤川 空

25 澤村 尚吾 湖東 k6 s15

60

24 河瀬 琉依 聖徳 s11 n8 椿 秀明 能登川 61

日野 59

23 藤原 千颯 能登川 n11 k10 三浦 侑大 湖東

原 賢一郎 能登川 58

22 日高 優利 日野 h21 h13 白光 ロベルト

21 入江 康平 湖東 k22 n22

56

20 西澤　龍馬 朝桜 t2 s24 出永 優河 聖徳 57

湖東 55

19 高田 樹 能登川 n3 r2 北川 幸希 竜王

中村 怜皇 能登川 54

18 村田 琉翔 聖徳 s23 k2 廣田 知

17 杉原 光 日野 h22 n23

52

16 西井 悠輔 竜王 r12 h18 並河 義之 日野 53

聖徳 51

15 藤松　巧 朝桜 t10 t15 唐木　大聖 朝桜

小西 寬治 竜王 50

14 島村 颯 日野 h8 s10 羽泉 樹

13 吉田 士恩 聖徳 s13 r7

48

12 西川　陽 朝桜 t19 n15 山本 瑞希 能登川 49

日野 47

11 丸本 快李 能登川 n21 k20 福島 啓太 湖東

谷口　友飛 朝桜 46

10 加藤 大和 湖東 k3 h4 福井 真

9 松村 拓門 竜王 r5 t5

44

8 北川 陽仁 聖徳 s18 n17 藤野 翔大 能登川 45

聖徳 43

7 松原 靖 湖東 k16 k15 小澤 陸 湖東

西浦 颯空 竜王 42

6 滝本　大知 朝桜 t7 s7 野川 諒斗

5 谷口 功樹 日野 h9 r10

40

4 鹿野 素生 能登川 n13 h14 冨田 陽斗 日野 41

聖徳 39

3 本多 葵 能登川 n27 t23 松崎　蓮慈 朝桜

脇坂 樹 能登川 38

2 秋田 恭 湖東 k25 s27 清水 涼

1 矢野 来流 聖徳 s3 n1
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能登川総合スポーツセンター

男子個人戦(1) (P2)

2
1

2

1

1
1

1 1

1
2

1

2
1

2

1

2

1 2
2

1 1

2

1

1

1

1

144

109 廣田 英 湖東 k1 s1 松村 朋希 聖徳 145

湖東 143

108 牧野 泰和 聖徳 s26 n28 山川 遊音 能登川

佐川　晴音 朝桜 142

107 松﨑 龍也 日野 h23 k24 木澤 稜光

106 居原田 悠哉 能登川 n14 t12

140

105 島田　怜音 朝桜 t9 r9 福田 楓唯 竜王 141

日野 139

104 植田 優人 日野 h7 n7 阿部 歩輝 能登川

藤川　祐飛 朝桜 138

103 川中 一咲 聖徳 s16 h16 中野 充良太

102 山本 陽太 能登川 n18 t18

136

101 谷口 慶亮 竜王 r6 k5 文村 颯斗 湖東 137

朝桜 135

100 徳田 陽達 能登川 n4 h3 神吉 穂高 日野

今荘 朝陽 聖徳 134

99 中岡 陸人 日野 h17 t20 福本　昇磨

98 福島 正士 湖東 k14 s14

132

97 船川　蒼 朝桜 t8 r8 嶋村 大和 竜王 133

湖東 131

96 山本 智尋 日野 h10 n10 神山 陽紀 能登川

安井 陽向 能登川 130

95 松澤 生磨 竜王 r11 k13 中西 駿斗

94 澤村 昴 湖東 k21 n19

128

93 勝永　佑 朝桜 t22 s22 伊藤 有陽 聖徳 129

能登川 127

92 吉村 梁佑 聖徳 s2 t3 中島　想羅 朝桜

切畠 和真 湖東 126

91 中西 健太 日野 h2 n2 金井 大河

90 西村　空大 朝桜 t21 k23

124

89 中西 拓貴 湖東 k19 s20 中山 龍海 聖徳 125

朝桜 123

88 冨江 幸生 能登川 n12 h11 三添 量叶 日野

大塚 竜太朗 聖徳 122

87 梅原 徹 聖徳 s12 t11 池内　悠

86 小川 紘輝 湖東 k8 s8

120

85 大林　凌久 朝桜 t16 r13 勝見 凛太郎 竜王 121

湖東 119

84 森 優陽 聖徳 s21 n16 清水 成駿 能登川

大國　空翔 朝桜 118

83 芳賀 勇成 竜王 r3 k4 浅岡 雅揮

82 山根 隼翔 聖徳 s5 t6

116

81 谷口 桜輔 日野 h20 k17 藤村 龍一郎 湖東 117

日野 115

80 森島 瑞貴 竜王 r15 s19 杉本 錬愛 聖徳

小澤 智也 聖徳 114

79 德永 恭楽 能登川 n5 h6 北田 寛明

78 吉岡 羽琉 湖東 k9 s9

112

77 三浦 侑希 日野 h12 k12 岸 佑哉 湖東 113

能登川 111

76 中村 仁 能登川 n24 h19 増田 颯太 日野

井上 凌 竜王 110

75 山田 大智 聖徳 s28 n26 大前 湊

74 佐藤　優成 朝桜 t1 r1



３位決定戦 ５位決定戦

７位決定戦
1

1

朝桜

聖徳

聖徳

朝桜

朝桜

湖東８位 廣田 知

５位

６位

７位

吉村 梁佑

西澤　龍馬

大國　空翔

２位

３位

４位

松本 嵐

佐藤　優成

矢野 来流

聖徳

１位 松村 朋希 聖徳

廣田 知

大國　空翔

松本 嵐

松村 朋希

決勝

順位決定トーナメント

矢野 来流 西澤　龍馬 吉村 梁佑

佐藤　優成 廣田 知 大國　空翔
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能登川総合スポーツセンター

女子個人戦(1)

2

1

2

2

2 1

2 1

1

1 2

2

1

2

55

28 田井中　夕海子 能登川 n1 s1 奥井　香湖 聖徳 56

能登川 54

27 長谷川　優舞 聖徳 s14 t17 坂谷　瑞稀 朝桜

紫尾田　葵 湖東 53

26 森　椿姫 朝桜 t7 n6 松野　輝愛

25 生嶋　木葉 聖徳 s4 k4

51

24 山口　心寧 朝桜 t10 t15 福山　知紗希 朝桜 52

朝桜 50

23 木原　美璃 朝桜 t11 s9 畑　琳香 聖徳

増田　麗奈 能登川 49

22 村川　乃愛 湖東 k3 t3 安田　愛梨

21 千代　笑菜 竜王 r3 n3

47

20 岩崎　結葵 聖徳 s11 k6 辰己　愛莉 湖東 48

朝桜 46

19 井本　早紀 朝桜 t9 s15 戸川　梨乃 聖徳

冨田　累加 聖徳 45

18 奥田　遥菜 湖東 k5 t6 小髙　唯

17 佐々生　衣真 能登川 n7 s7

43

16 小枝　紗奈 聖徳 s8 t12 野村　芽衣 朝桜 44

湖東 42

15 林　結衣 朝桜 t1 r1 織田　駿乃 竜王

板倉　茉那 聖徳 41

14 鷺坂　希美 能登川 n2 k1 藤村　陽那

13 東　綾香 聖徳 s13 s10

39

12 奥田　奏 朝桜 t5 n8 奥野　ゆり 能登川 40

朝桜 38

11 津田　楓 聖徳 s5 s6 渡辺　花 聖徳

中村　心春 能登川 37

10 福澤　美希 朝桜 t13 t16 亀本　莉央

9 阪田　実乃理 能登川 n10 n9

35

8 中嶋　樹菜 湖東 k2 t2 安田　心花 朝桜 36

湖東 34

7 森田　純怜 竜王 r2 n4 奥田　柚希 能登川

西澤　礼未 聖徳 33

6 上林　美来 湖東 k7 k8 加藤　苺花

5 谷沢　愛來 能登川 n11 s12

31

4 大島　さくら 朝桜 t4 t14 村井　想菜 朝桜 32

竜王 30

3 原　さくら 能登川 n5 t8 清水　さくら 朝桜

西田　心春 聖徳 29

2 伊波 ありさ 朝桜 t18 r4 森野　咲嬉

1 丸野　穂乃果 聖徳 s3 s2



３位決定戦 ５位決定戦
2

2
1

７位決定戦

聖徳

聖徳

聖徳

聖徳

聖徳

能登川８位 原　さくら

５位

６位

７位 渡辺　花

小枝　紗奈

冨田　累加

２位

３位

４位 西田　心春

津田　楓

生嶋　木葉 聖徳

１位 奥井　香湖 聖徳

原　さくら

渡辺　花

順位決定トーナメント

津田　楓 原　さくら 渡辺　花

西田　心春 小枝　紗奈 冨田　累加


