
県南地区関東大会予選歴代優勝一覧・男子

年度 学校対抗 シングルス ダブルス
平成15年 竜　一 飯酒盃（藤　代） 新　治・青　木（霞ヶ浦）
平成16年 土浦日大 羽根田（藤　代） 斉藤孝・小　野（藤　代）
平成17年 霞ヶ浦 佐々木（藤　代） 浴　中・佐々木（藤　代）
平成18年 常　総 森　杉（藤　代） 稲居博・板　根（霞ヶ浦）
平成19年 東洋牛 木　曾（藤　代） 板　根・板　垣（霞ヶ浦）
平成20年 藤　代 萩　原（藤　代） 板　根・板　垣（霞ヶ浦）
平成21年 霞ヶ浦 萩　谷（牛　久） 大　西・菊　田（土浦二）
平成22年 霞ヶ浦 野々村（牛　久） 羽　賀・平　野（牛　久）
平成23年 土浦一
平成24年 石岡二 酒　井（霞ヶ浦） 宗　像・斉藤拓（土浦一）

（推薦は除く，平成１５年度より掲載）

※地順位決定戦は行わず



年度 学校対抗 シングルス ダブルス
平成15年 土浦一 岡　田（土浦一） 新　治・青　木（霞ヶ浦）
平成16年 霞ヶ浦 羽根田（藤　代） 浴　中・佐々木（藤　代）
平成17年 竜　一 久　野（土浦日大） 浴　中・佐々木（藤　代）
平成18年 常　総 柴　田（常　総） 森　杉・岡　田（藤　代）
平成19年 藤　代 佐々井（霞ヶ浦） 板　根・板　垣（霞ヶ浦）
平成20年 竜　一 堀　江（霞ヶ浦） 板　根・板　垣（霞ヶ浦）
平成21年 竜　一 坪　松（牛　久） 萩　谷・坪　松（牛　久）
平成22年 霞ヶ浦 飯　田（松　陽） 羽　賀・平　野（牛　久）
平成23年 松　陽 松　岡（牛　久） 村　山・久津見（霞ヶ浦）
平成24年 土浦一 永　野（松　陽） 酒　井・吾　妻（霞ヶ浦）

（推薦は除く，平成１５年度より掲載）
県南地区全国高校総体予選歴代優勝一覧・男子



年度 シングルス
平成15年 大　熊（藤　代）
平成16年 斉藤孝（藤　代）
平成17年 久　野（土浦日大）
平成18年 木　曾（藤　代）
平成19年 菅　井（藤　代）
平成20年 菊　田（土浦二）
平成21年 堀　越（牛　久）
平成22年 野々村（牛　久）
平成23年 青　木（牛　久）
平成24年 椎　塚（東洋牛）

萩　原・瀬　谷（藤　代）

（推薦は除く，平成１５年度より掲載）

県南地区全日本卓球選手権ジュニアの部予選歴代優勝一覧・男子

ダブルス
青　木・浴　中（霞ヶ浦）
斉藤孝・小　野（藤　代）
橋　本・平　良（霞ヶ浦）
稲居博・板　根（霞ヶ浦）

大　西・菊　田（土浦二）
堀　越・松　岡（牛　久）
野々村・松　岡（牛　久）
久津見・荒　井（霞ヶ浦）
石　川・笠　原（霞ヶ浦）



年度 学校対抗 シングルス ダブルス
平成15年 藤　代 飯酒盃（藤　代） 飯酒盃・杉　山（藤　代）
平成16年 藤　代 大　熊（藤　代） 斉藤孝・小　野（藤　代）
平成17年 常　総※ ※降雪のため順位決定戦はおこなわず
平成18年 藤　代 森　杉（藤　代） 稲　居・佐々井（霞ヶ浦）
平成19年 霞ヶ浦 稲　居（霞ヶ浦） 萩　原・瀬　谷（藤　代）
平成20年 土浦二 萩　谷（牛　久） 萩　谷・坪　松（牛　久）
平成21年 牛　久 坪　松（牛　久） 萩　谷・坪　松（牛　久）
平成22年 土浦一※ 羽　賀（牛　久） 橋　本・堀　越（牛　久）
平成23年 牛　久 羽　賀（牛　久） 羽　賀・平　野（牛　久）
平成24年 霞ヶ浦 椎　塚（東洋牛） 石　川・笠　原（霞ヶ浦）
※推薦校を抜いての順位

（平成１５年度より掲載）
県南地区新人戦歴代優勝一覧・男子



年度 学校対抗 シングルス ダブルス
平成15年 竜　二 高　橋（竜　南） 山　西・沼　崎（竜　二）
平成16年 竜　南 飯　田（竜　南） 大　野・飯　田（竜　南）
平成17年 藤　代 石　山（竜　二） 吉　原・榎　本（竜　二）
平成18年 霞ヶ浦 冨　山（竜　二） 小　林・久　保（藤　代）
平成19年 牛　久 青　木（霞ヶ浦） 太　田・石　塚（藤　代）
平成20年 竜　二 芳　賀（藤　代） 原　澤・荒　木（牛　久）
平成21年 竜　二 高　嶋（竜　二） 高　嶋・村　田（竜　二）
平成22年 竜　二 原　澤（牛　久） 村　田・米　澤（竜　二）
平成23年 牛　久 小　林（竜　二） 小　林・鹿　島（竜　二）
平成24年 石岡一 廣　瀬（土浦日大） 佐　藤・嶌　田（中　央）

（推薦は除く，平成１５年度より掲載）
県南地区関東大会予選歴代優勝一覧・女子



年度 学校対抗 シングルス ダブルス
平成15年 竜　二 山　西（竜　二） 山　西・沼　崎（竜　二）
平成16年 竜　二 飯　田（竜　南） 飯　倉　石　山（竜　二）
平成17年 竜　一 吉　原（竜　二） 飯　倉　石　山（竜　二）
平成18年 藤　代 橋　本（藤　代） 小　林・橋　本（藤　代）
平成19年 牛　久 青　木（霞ヶ浦） 太　田・石　塚（藤　代）
平成20年 藤　代 芳　賀（藤　代） 芳　賀・海　保（藤　代）
平成21年 竜　二 高　嶋（竜　二） 高　嶋・村　田（竜　二）
平成22年 竜　二 米　澤（竜　二） 村　田・米　澤（竜　二）
平成23年 中　央 小　林（竜　二） 川　村・長　澤（竜　二）
平成24年 牛　久 粟　野（江　取） 長　澤・鹿　島（竜　二）

（推薦は除く，平成１５年度より掲載）
県南地区全国高校総体予選歴代優勝一覧・女子



年度 シングルス
平成15年 大　野（竜　南）
平成16年 小　林（藤代中）
平成17年 小　林（藤　代）
平成18年 久　保（藤　代）
平成19年 石　塚（藤　代）
平成20年 吉　田（牛久三中）
平成21年 原　澤（牛　久）
平成22年 関真琴（小絹中）
平成23年 長　澤（竜　二）
平成24年 村　松（常　総）
※推薦だが特別出場による

榎　本・冨　山（竜　二）

県南地区全日本卓球選手権ジュニアの部予選歴代優勝一覧・女子

（推薦は除く，平成１５年度より掲載）

ダブルス
下　村・海老原（松　陽）
吉　原・山　本（竜　二）

宮　本・大河原（松　陽）

榎　本・冨　山（竜　二）※
橋　本・國　次（藤　代）
高　嶋・村　田（竜　二）
原　澤・荒　木（牛　久）
米　澤・小　林（竜　二）
清　水・　森　（牛　久）



年度 学校対抗 シングルス ダブルス
平成15年 竜　南 大　野（竜　南） 飯　倉・石　山（竜　二）
平成16年 竜　二 石　山（竜　二） 飯　倉・石　山（竜　二）
平成17年 竜　二 榎　本（竜　二） 榎　本・冨　山（竜　二）
平成18年 竜　二 冨　山（竜　二） 榎　本・冨　山（竜　二）
平成19年 藤　代 橋　本（藤　代） 橋　本・國　次（藤　代）
平成20年 竜　二 芳　賀（藤　代） 高　嶋・村　田（竜　二）
平成21年 牛　久 芳　賀（藤　代） 村　田・米　澤（竜　二）
平成22年 竜　二 中　島（常　総） 吉　津・清　水（牛　久）
平成23年 牛　久 清　水（牛　久） 長　澤・鹿　島（竜　二）
平成24年 松　陽 小　島（牛　久） 菊　田・西　本（土浦二）

県南地区新人戦歴代優勝一覧・女子
（平成１５年度より掲載）


