
呉地区新人卓球大会

平成29年10月28日

呉市総合体育館

男子シングルス
大嶋 （武田） 43

2 町支 （呉港） 臧

1 神原 （呉青山）

（呉三津田） 44

4 上瀬 （呉宮原） 石田 （市立呉） 46

3 井上 （呉高専） 山根 （呉港） 45

岩本 （呉高専） 47

6 檜垣 （呉三津田） 井上仁

5 松本 （武田）

（呉港） 48

8 井上ビ （呉港） 北尾 （黒瀬） 50

7 中田 （市立呉） ｂｙｅ 49

沖野 （広） 51

10 柳生 （呉港） 濱井

9 青木 （武田）

（呉高専） 52

12 北木 （黒瀬） 櫻井 （呉港） 54

11 矢野 （広） 森島 （呉青山） 53

植田 （武田） 55

14 西本 （呉三津田） 榎木

13 悦喜 （呉高専）

（呉宮原） 56

16 柴崎 （呉港） 梶岡 （呉港） 58

15 原 （呉宮原） 下村 （呉高専） 57

森川 （呉青山） 59

18 小山 （広） 前坂

17 堀元 （呉青山）

（呉港） 60

20 溝口 （武田） 和泉 （広） 62

19 山本 （呉高専） 大野 （武田） 61

木村 （呉昭和） 63

22 杉山 （武田） 新久

21 藤井 （呉港）

（武田） 64

24 長谷川 （呉商業） 洲濱 （広） 66

23 南 （呉港） 永田 （呉高専） 65

カワグチ （呉港） 67

26 高野 （呉高専） 梅林

25 地蔵山 （広）

（黒瀬） 68

28 藤川 （呉港） 青木 （呉港） 70

27 岩本 （黒瀬） 高井 （武田） 69

柴田 （広） 71

30 下道 （武田） 高橋

29 三浦 （呉三津田）

（呉宮原） 72

32 中本 （市立呉） 重見 （呉高専） 74

31 中塩 （呉港） 岡田 （呉港） 73

佐々木 （呉三津田） 75

34 西 （呉港） 石下

33 小玉 （黒瀬）

（呉港） 76

36 ｂｙｅ 石丸 （広） 78

35 本山 （呉高専） 宮本 （呉港） 77

後藤 （武田） 79

38 城藤 （呉港） 中堀

37 竹原 （武田）

（呉港） 80

40 稲葉 （広） 新田 （市立呉） 82

39 深尾 （呉昭和） 迫田 （呉商業） 81

（呉青山） 84

角田 （黒瀬） 83

42 大窪 （呉青山） 出羽

41 尼子 （呉宮原）
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昭和支所体育館

男子ダブルス

（武田） 20

2 南・町支 （呉港） 北木・角田 （黒瀬） 21

1 神原・出羽 （呉青山） 杉山・新久

（呉宮原） 22

4 岩本・小玉 （黒瀬） 柴田・稲葉 （広） 23

3 石丸・洲濱 （広） 高橋・尼子

（呉港） 24

6 大嶋・後藤 （武田） 木村・深尾 （呉昭和） 25

5 重見・高野 （呉高専） 岡田・藤井

（呉青山） 26

8 青木・前坂 （呉港） カワグチ・井上ビ （呉港） 27

7 中堀・城藤 （呉港） 森川・堀元

ｂｙｅ 28

10 井上仁・中塩 （呉港） 山本・岩本 （呉高専） 29

9 石田・中本 （市立呉）

（呉三津田） 30

12 溝口・青木 （武田） 小山・和泉 （広） 31

11 ｂｙｅ 佐々木・檜垣

（武田） 32

14 迫田・長谷川 （呉商業） 梅林・北尾 （黒瀬） 33

13 竹原・大野 （武田） 松本・高井

（呉港） 34

16 石下・梶岡 （呉港） 下村・本山 （呉高専） 35

15 榎木・上瀬 （呉宮原） 櫻井・柴崎

（呉青山） 3819 矢野・沖野 （広） 大窪・森島

（呉港） 36

18 三浦・西本 （呉三津田） 新田・中田 （市立呉） 37

17 悦喜・濱井 （呉高専） 西・柳生
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昭和支所体育館

女子シングルス

（清水ヶ丘） 22

2 河部 （清水ヶ丘） 城戸 （呉商業） 23

1 森口 （呉高専） 永井

（呉三津田） 24

4 坂元 （広） 小林 （呉高専） 25

3 宮﨑 （呉三津田） 井関

（黒瀬） 26

6 国清 （広） 濱 （呉宮原） 27

5 加治間 （黒瀬） 西木

（清水ヶ丘） 28

8 川野 （呉宮原） 大崎 （広） 29

7 ｂｙｅ 明石

（市立呉） 30

10 角田 （呉商業） 寺川 （武田） 31

9 大成 （清水ヶ丘） 森鼻

（広） 32

12 渡邊 （呉商業） 内山 （呉三津田） 33

11 元木 （呉三津田） 金矢

（呉宮原） 34

14 田中 （広） 末森 （呉商業） 35

13 田村 （呉三津田） 小早川

ｂｙｅ 36

16 神田 （市立呉） 向井 （黒瀬） 37

15 沖谷 （清水ヶ丘）

（呉商業） 38

18 日詰 （武田） 中嶋 （呉三津田） 39

17 齊藤 （呉三津田） 川島

（清水ヶ丘） 4221 正藤 （呉港） 上瀬

（黒瀬） 40

20 久賀谷 （広） 信川 （広） 41

19 森田 （呉宮原） 大黒
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昭和支所体育館

女子ダブルス

(呉三津田) 189 森口・小林 (呉高専) 元木・齊藤

(市立呉) 16

8 明石・河部 (清水ヶ丘) ｂｙｅ 17

7 田村・内山 (呉三津田) 神田・森鼻

(広) 14

6 渡邊・川島 (呉商業) 沖谷・大成 (清水ヶ丘) 15

5 信川・国清 (広) 大崎・金矢

(呉宮原) 12

4 寺川・日詰 (武田) 角田・末森 (呉商業) 13

3 宮﨑・井関 (呉三津田) 川野・森田

(黒瀬) 10

2 西木・大黒 (黒瀬) 久賀谷・田中 (広) 11

1 上瀬・永井 (清水ヶ丘) 向井・加治間


