
広島県中学高校卓球大会呉地区予選

平成30年4月30日

警固屋体育館

男子シングルス

49 大谷 （呉青山） 石田 （呉青山） 98

48 中村 （武田） 澤田 （呉高専） 97

47 吉田 （広） 松尾 （呉港） 96

46 臧 （呉三津田） 後藤 （武田） 95

45 河本 （呉港） 岡本 （広） 94

44 柴崎 （呉港） ｂｙｅ 93

43 岩本 （呉高専） 藪木 （和庄中） 92

42 大林 （呉港） 和泉 （広） 91

41 森川 （呉青山） 後口 （呉港） 90

40 井上 （呉港） 三浦 （呉三津田） 89

39 松田武 （片山中） カワグチ （呉港） 88

38 出口 （武田） 中川 （呉高専） 87

37 好川 （呉青山） 松本凛 （武田） 86

36 中堀 （呉港） 谷 （呉夢TTC） 85

35 溝口 （武田） 山本 （呉高専） 84

34 本山 （呉高専） 前坂 （呉港） 83

33 平岩 （呉港） 松田紫 （片山中） 82

32 深尾 （呉昭和） 青木 （武田） 81

31 檜垣 （呉三津田） 井上 （呉港） 80

30 石本 （呉夢TTC） 藤井 （呉港） 79

29 重見 （呉高専） 近藤 （昭和中） 78

28 池田 （広） 上林山 （広） 77

27 藤川 （呉港） 西本 （呉三津田） 76

26 大嶋 （武田） 池田 （武田） 75

25 中塩 （呉港） 大窪 （呉青山） 74

24 本谷 （武田） 出羽 （呉青山） 73

23 吉田 （呉高専） 柳生 （呉港） 72

22 佐橋 （呉高専） 佐々木晋 （呉三津田） 71

21 横山 （和庄中） 櫻井 （呉港） 70

20 渡辺 （呉夢TTC） 植田 （武田） 69

19 城藤 （呉港） 洲濵 （広） 68

18 堀元 （呉青山） 竹原 （武田） 67

17 森下 （呉三津田） 悦喜 （呉高専） 66

16 梶岡 （呉港） 南 （呉港） 65

15 大野 （武田） 冨高 （呉夢TTC） 64

14 小山 （広） 青木 （呉港） 63

13 岡田 （呉港） 木村 （呉昭和） 62

12 小升 （広） 森島 （呉青山） 61

11 高野 （呉高専） 濱井 （呉高専） 60

10 平本 （呉青山） 國武 （広） 59

9 山根 （呉港） 佐々木健 （呉三津田） 58

8 下崎 （武田） 工 （呉港） 57

7 石丸 （広） 松本鯛 （武田） 56

6 ｂｙｅ 下村 （呉高専） 55

5 伊達 （呉青山） 熊本 （呉港） 54

4 松野 （呉三津田） 稲葉 （広） 53

1 田坂 （武田） 福田 （武田） 50

3 橘 （呉昭和） 原 （呉青山） 52

2 町支 （呉港） 石下 （呉港） 51



広島県中学高校卓球大会呉予選

平成30年4月30日

警固屋体育館

女子シングルス

161 角井 （武田） 高野 （呉青山）

18

2 大成 （清水ヶ丘） ｂｙｅ 17

3 表前 （昭和中） 新宅 （呉三津田）

20

4 永井 （清水ヶ丘） 沖谷 （清水ヶ丘） 19

5 大橋 （呉高専） 小林 （呉高専）

22

6 悦喜 （江田島Jr） 河部 （清水ヶ丘） 21

7 正藤 （呉港） 海部 （清水ヶ丘）

24

8 大貫 （武田） 寺川 （武田） 23

9 大年 （清水ヶ丘） 上瀬 （清水ヶ丘）

26

10 竹中 （片山中） 大木 （呉港） 25

11 寅丸 （呉夢TTC） 銭谷 （呉高専）

28

12 檜垣 （呉三津田） 林 （武田） 27

13 千頭 （清水ヶ丘） 平田 （呉三津田）

30

14 ｂｙｅ 明石 （清水ヶ丘） 29

15 森口 （呉高専） 藤原 （武田）


