
呉地区ジュニア卓球選手権大会

平成30年12月22日

警固屋体育館

男子シングルス
勝敗 順位 Ｉブロック 勝敗 順位

Ｊブロック

Ｋブロック

Ｌブロック

Ｍブロック

Ｎブロック

Ｏブロック

Ｈブロック Ｐブロック

　　４チーム①１－４、２－３　　②　１－３、２－４　　③　１－２、３－４
５チーム　　①２－５、３－４　　②　１－５、２－３　　③　１－４、３－５  　④　１－３、２－４　　⑤　１－２、４－５

八代 （白岳中） 67

原 （呉青山） 6633 三浦 （呉三津田）

寺元 （呉三津田） 65

後口 （呉港） 64

32 松田 （呉夢TTC）

63

31 大野 （武田）

30 出羽 （呉青山） 福田 （武田）

61

29 中堀 （呉港） 62上瀬 （呉宮原）

28 沖元 （白岳中） 本山 （呉高専）

59

27 榎木 （呉宮原） 本谷 （武田）

平本 （呉青山）

60

Ｇブロック
26 出口 （武田）

橘 （呉昭和）

24 佐々木 （呉三津田）

5825 工 （呉港）

56

（武田） 55

前坂 （呉港） 57

洲濱 （昭和中）

伊達 （呉青山）

53

21 藤田 （昭和中）

23 堀元 （呉青山）

54

Ｆブロック
22 谷 （呉夢TTC） 竹原

20 澤田 （呉高専） 中武 （呉三津田）

51

19 山根 （呉港） 熊本 （呉港）

吉川 （呉夢TTC）

52

Ｅブロック
18 松本 （武田）

松野 （呉三津田）

16 植田 （武田）

5017 桑原 （広中央中）

48

（武田） 47

水原 （呉夢TTC） 49

河本 （呉港）

深尾 （呉昭和）

45

13 城藤 （呉港）

15 臧 （呉三津田）

46

Ｄブロック
14 好川 （呉青山） 下﨑

12 近藤 （白岳中） 手嶋 （白岳中）

43

11 吉田 （呉高専） 田村 （呉高専）

大窪 （呉青山）

44

Ｃブロック
10 山下 （呉夢TTC）

大田 （呉港）

8 木村 （呉昭和）

429 後藤 （武田）

40

（武田） 39

武田 （呉三津田） 41

青木 （武田）

佐橋 （呉高専）

37

5 松岡 （白岳中）

7 西本 （呉三津田）

38

Ｂブロック
6 森島 （呉青山） 溝口

4 奥先 （呉夢TTC） 渡辺 （呉夢TTC）

35

3 高橋 （呉宮原） 松尾 （呉港） 36

Ａブロック

1 大嶋 （武田） 34

2 大林 （呉港） 横田 （広中央中）

大谷 （呉青山）



呉地区ジュニア卓球選手権大会

平成30年12月22日

警固屋体育館

男子ダブルス

16

1 福田・大嶋 （武田） 後藤・出口 （武田） 15

2 中武・武田 （呉三津田） 木村・深尾 （呉昭和）

18

3 水原・松田 （呉夢TTC） 臧・寺元 （呉三津田） 17

4 手嶋・八代 （白岳中） 後口・大田 （呉港）

20

5 横田・桑原 （広中央中） 堀元・伊達 （呉青山） 19

6 河本・中堀 （呉港） 沖元・松岡 （白岳中）

22

7 森島・好川 （呉青山） 吉川・山下 （呉夢TTC） 21

8 竹原・溝口 （武田） 松本・下﨑 （武田）

24

9 澤田・田村 （呉高専） 大林・熊本 （呉港） 23

10 前坂・城藤 （呉港） 原・奥先 （呉青山・呉夢TTC）

26

11 谷・渡辺 （呉夢TTC） 松野・三浦 （呉三津田） 25

12 西本・佐々木 （呉三津田） 佐橋・吉田 （呉高専）

28

13 植田・本谷 （武田） 大野・青木 （武田） 27

14 出羽・平本 （呉青山） 大谷・大窪 （呉青山）



呉地区ジュニア卓球選手権大会

平成30年12月22日

警固屋体育館

女子シングルス 勝敗 順位 勝敗 順位
Ａブロック

Ｂブロック

Ｃブロック

Ｄブロック

Ｅブロック

Ｆブロック

Ｇブロック

Ｈブロック

寺川 （武田）

沖谷 （清水ヶ丘）

4 麻生 （白岳中）

秋田 （呉夢TTC）

7 海部 （清水ヶ丘）

141 藤原 （武田）

15

3 大道 （呉夢TTC）

2 千頭 （清水ヶ丘）

16山本 （片山中）

175 川崎 （呉夢TTC）

6 藤井 （片山中）

幸松 （白岳中） 19

（豊浜中） 18今村

大貫 （武田） 208 永井 （清水ヶ丘）

10 森本 （片山中）

9 林 （武田）

寅丸 （呉夢TTC） 22

（清水ヶ丘） 21河部

高野 （呉青山） 2311 正藤 （呉夢TTC）

13 明石 （清水ヶ丘）

12 北橋 （豊浜中）

３チーム　　②－③　　①－③　　①－②

４チーム　　　①－④　②－③　　　①－③　②－④　　①－②　③－④

大成 （清水ヶ丘） 25

（片山中） 24亀田



呉地区ジュニア卓球選手権大会

女子ダブルス

Ａリーグ 勝敗 順位 １位リーグ 勝敗 順位

Ｂリーグ 勝敗 順位 ２位リーグ 勝敗 順位

Ｃリーグ 勝敗 順位 ３位リーグ 勝敗 順位

試合順番　２－３　　１－３　　１－２

3

2

9 森本・亀田 (片山中)

1

8 永井・大成 (清水ヶ丘)

3

7 高野・川崎 (呉青山・呉夢TTC)

2

6 沖谷・千頭 (清水ヶ丘)

1

5 正藤・大道 (呉夢TTC)

4 寺川・林 (武田)

3 明石・河部 (清水ヶ丘) 3

22 寅丸・秋田 (呉夢TTC)

平成30年12月22日

警固屋体育館

1 藤原・大貫 (武田) 1


