
平成３０年度 全日本卓球選手権大会ジュニアの部県東地区予選会

平成３０年８月２３日(木)

カシマスポーツセンター

女子シングルス
推薦：三浦梨央奈（柳　川）

55

28 勢子 （鹿　学） 根崎 （鹿　島） 56

（鹿島中） 54

27 山村 （神栖三中） 大貫 （神栖三中）

菅谷紗 （大洋中） 53

26 北山 （大野中） 小宮

25 飛沢 （鉾田北中）

51

24 椿 （波崎三中） 鬼澤 （鉾田南中） 52

（波崎四中） 50

23 杉山 （鹿　島） 茂木 （潮　来）

田中 （波崎三中） 49

22 岩崎 （鹿島中） 常世田

21 髙橋 （波崎二中）

47

20 高木 （潮　来） 向山 （清　真） 48

（麻生中） 46

19 横山 （神栖四中） 菅佐原 （神栖二中）

関 （神栖四中） 45

18 黒田 （清　真） 藤崎

17 飯島 （大洋中）

43

16 渡辺 （波崎四中） 名雪 （波崎三中） 44

（鹿　学） 42

15 中村 （鹿　島） 齋藤 （鉾　一）

奈良 （波崎四中） 41

14 平山 （鉾　一） 水貝

13 天海 （鹿島中）

39

12 川瀬 （神栖四中） 渡邉 （麻生中） 40

（鉾田北中） 38

11 飯塚 （神栖二中） 大曽根 （清真学園中）

鈴木 （鉾　一） 37

10 鈴木 （波崎四中） 永山

9 野﨑 （清　真）

35

8 鈴木 （麻生中） 野口 （鹿島中） 36

（清　真） 34

7 菅谷菜 （大洋中） 山上 （大洋中）

長谷川 （神栖四中） 33

6 板子 （鉾　一） 三沢

5 藤代 （波崎三中）

31

4 平山 （波崎一中） 安田 （鉾　一） 32

（神栖四中） 30

3 箕輪 （麻生中） 長谷川 （波崎二中）

堀江 （柳　川） 29

2 安藤 （波崎二中） 瀬戸口

1 三浦令 （柳　川）

 

Ａリーグ         Ｂリーグ 

     勝敗 Ｐ 順位       勝敗 Ｐ 順位 

                 

                 

                 

                 

決勝       ３位決定 

 

 

５位決定         ７位決定 

 

 

 

 



平成３０年度 全日本卓球選手権大会ジュニアの部県東地区予選会

平成３０年８月２３日(木)

カシマスポーツセンター

男子シングルス　

内山 （麻生中） 106

菅谷 （鹿　島） 107

53 北川 （波　崎）

104

52 遠藤 （玉　工） 石内 （清　真） 105

（波　崎） 103

51 内田 （鹿野中） 山﨑 （玉　工）

嶋田 （鉾　二） 102

50 石井 （鉾　二） 林

49 大輪 （清　真）

100

48 宮内 （大野中） 細谷 （鉾　一） 101

（玉造中） 99

47 小松﨑 （鹿　島） 吉原 （神　栖）

大友 （麻　生） 98

46 木村 （清真学園中） 松澤

45 石毛 （神　栖）

96

44 和泉 （大洋中） 小俣 （大野中） 97

（清真学園中） 95

43 河嶋 （麻生中） 長谷川 （波　崎）

大川 （鹿島中） 94

42 鈴木 （鹿　島） 野口

41 橘川 （玉造中）

92

40 大﨑 （清　真） 安藤 （波崎四中） 93

（鉾　二） 91

39 根本 （神栖三中） 米川 （鉾　一）

肥川 （鹿　島） 90

38 平川 （鉾　二） 倉田

37 遠藤智 （清真学園中）

88

36 保立 （神　栖） 小川 （神　栖） 89

（玉　工） 87

35 日向寺 （鉾　一） 遠藤葉 （清真学園中）

高木 （神栖三中） 86

34 木植 （玉　工） 根本

33 平須賀 （鉾　二）

84

32 増田 （波　崎） 渡部 （波　崎） 85

（鉾　二） 83

31 小林 （麻　生） 重松 （清　真）

札 （大洋中） 82

30 風間 （鹿　島） 松沢

29 加藤 （清真学園中）

80

28 鳥居 （波崎四中） 小堤 （鹿　島） 81

（鉾　二） 79

27 藤枝 （玉　工） 椎名 （波崎三中）

吉田 （北浦中） 78

26 岩橋 （波　崎） 幡谷

25 金田 （麻生中）

76

24 湯浅 （神　栖） 片桐 （麻　生） 77

（鹿　島） 75

23 安達 （鹿　島） 小野 （清　真）

吉田 （神栖二中） 74

22 宮内 （清　真） 二ノ倉

21 箕輪 （鉾　二）

72

20 津賀 （清　真） 眞家 （清真学園中） 73

（鹿　島） 71

19 松下 （大野中） 滝澤 （鉾　一）

横関 （鉾　二） 70

18 立原 （鹿　島） 大宮

17 山本 （北浦中）

68

16 渡邊 （大洋中） 大川 （鹿野中） 69

（波　崎） 67

15 篠塚 （麻　生） 我妻 （神　栖）

谷田川 （潮来一） 66

14 樋口 （清真学園中） 田辺

13 隈 （清真学園中）

64

12 小林 （玉　工） 宮内 （麻生中） 65

（鉾　二） 63

11 宮本 （潮来二） 保立 （清　真）

武田 （神　栖） 62

10 大竹 （鉾　二） 窪

9 佐藤 （神栖四中）

60

8 大曽根 （清　真） 林 （大洋中） 61

（玉造中） 59

7 金田 （鉾　一） 花田 （波　崎）

小久保 （神　栖） 58

6 加藤 （鉾　二） 小林

5 高橋 （麻　生）

56

4 鈴木 （波　崎） 羽生 （大洋中） 57

（鹿　島） 55

3 日向寺 （鹿野中） 網敷 （清真学園中）

山口 （玉　工） 54

2 佐々木 （神　栖） 米川

1 石原 （鹿　島）

 

Ａリーグ         Ｂリーグ 

     勝敗 Ｐ 順位       勝敗 Ｐ 順位 

                 

                 

                 

                 

決勝       ３位決定 

 

 

５位決定         ７位決定 

 

 

 



平成３０年度 全日本卓球選手権大会ジュニアの部県東地区予選会

平成３０年８月２３日(木)

カシマスポーツセンター

女子ダブルス　　

（鉾　一） 7

推薦: 三浦梨・三浦令（柳　川）

勢子・水貝 （鹿　学） 63 齋藤・鈴木 （鉾　一）

平山・安田

向山・野﨑 （清　真） 52 黒田・三沢 （清　真）

根崎・杉山 （鹿　島） 41 高木・茂木 （潮　来）

 

 

 

決勝 Ａリーグ            決勝 Ｂリーグ 

    勝敗 Ｐ 順位        勝敗 Ｐ 順位 

                 

                 

                 

                 

 

 

 

決勝       ３位決定 

 

 

 

 

 

５位決定        

 

 

 

 

 

 

 



平成３０年度 全日本卓球選手権大会ジュニアの部県東地区予選会

平成３０年８月２３日(木)

カシマスポーツセンター

男子ダブルス　

（玉　工） 29

15 花田・北川 （波　崎）

鈴木・長谷川 （波　崎） 28

14 日向寺・細谷 （鉾　一） 藤枝・根本

13 小久保・保立 （神　栖）

26

12 横関・窪 （鉾　二） 我妻・小川 （神　栖） 27

（鉾　二） 25

11 大曽根・大輪 （清　真） 立原・鈴木 （鹿　島）

津賀・小野 （清　真） 24

10 山口・山﨑 （玉　工） 嶋田・石井

9 倉田・平川 （鉾　二）

22

8 石原・二ノ倉 （鹿　島） 大友・片桐 （麻　生） 23

（鉾　一） 21

7 小林・高橋 （麻　生） 田辺・渡部 （波　崎）

石毛・湯浅 （神　栖） 20

6 吉原・武田 （神　栖） 滝澤・米川

5 箕輪・平須賀 （鉾　二）

18

4 林・増田 （波　崎） 肥川・安達 （鹿　島） 19

（鉾　二） 17

3 木植・小林 （玉　工） 大宮・小松﨑 （鹿　島）

大﨑・保立 （清　真） 16

2 重松・宮内 （清　真） 加藤・大竹

1 菅谷・小堤 （鹿　島）

 

決勝 Ａリーグ            決勝 Ｂリーグ 

     勝敗 Ｐ 順位       勝敗 Ｐ 順位 

                 

                 

                 

                 

 

決勝       ３位決定 

 

 

５位決定         ７位決定 

 

 

 


