
令和元年度　茨城県卓球選手権大会ジュニアの部県南地区予選会

令和元年8月22日

たつのこアリーナ

男子ダブルス

（紫　水） 47

1 千葉・玉木 (牛　久) 津雲・近藤 (牛　久) 46

（土浦二） Ａ Ｉ 渡邊・富山

2 溝口・長野 （常　総） 舘田・渡辺

（土日大） 48

4 川崎・金子 （石岡二） 水野・山口 （栄　進） 49

3 柴山・櫻井

5 小更・柿下 (霞ヶ浦) 斎藤・村松 （松　陽） 50

（竜　一） 52

6 高橋・益子 （湖　北） 庭田・平野 （土浦二） 51

（紫　水）
Ｂ Ｊ

関井・鈴木

7 斎藤・三原 （東洋牛） 川村・皆川

（東洋牛） 53

9 岩渕・南 （栄　進） 佐藤・中村 （石岡一） 54

8 片野・斎藤

10 今井将・橋本 （土日大） 澤・深川 （土浦一） 55

11 高木・湯浅 （土浦一） 永井・早川 （土浦工） 56

（土日大） 58

12 濱中・片桐 （土日大） 後藤・小林 （常　総） 57

（常　総）
Ｃ Ｋ

高崎・山田貴

13 久保田・遠藤 （土浦二） 石川・今井貴

（紫　水） 59

15 稲垣・田地 （土浦三） 塚中・坂野 （石岡二） 60

14 二ツ森・寺田

16 松本・宇都宮 （江　取） 高野・古渡 （土浦二） 61

17 松平・久保田 （竜　一） 高杉・西園 （東洋牛） 62

18 樋口・松下 （土浦二） 片岡・服部 （江　取） 63

19 佐々木・小吹 （土浦一） 服部・吉田 （中　央） 64

Ｌ20 山本大・高橋麟 （土日大）
Ｄ

竹田・知本 （土浦一） 65

21 菅澤・飯竹 （土浦工） 白田・瀧田 （土浦二） 66

22 渡邊・白土 (霞ヶ浦) 津口・戸島 (霞ヶ浦) 67

23 岩崎・秋山 （紫　水） 伊藤・田村 （紫　水） 68

24 宮本・鴻巣 （常　総） 田口・大江 （土浦一） 69

25 田辺・手島 （石岡二）
Ｍ

森本・三岡 （土浦二） 70

26 原田・山城 （栄　進） Ｅ 菅原・幕内 （石岡一） 71

27 淡路・峯崎 （江　取） 佐藤輝・平島 （湖　北） 72

28 齊田・佐藤 （竜　一） 根本・山本 （松　陽） 73

（竜　一） 75

29 佐々木・黒田 （東洋牛） 大槻恵・大槻晃 （土日大） 74

（石岡商）
Ｆ Ｎ

長谷川・池田

30 小松﨑・藤久 （土浦二） 鮎澤・角田

（常　総） 76

32 星・河野 （土日大） 浅野・野村 （土浦二） 77

31 石黒・廣原

33 平塚・榊原 （松　陽） 中村・佐野 （紫　水） 78

34 山田裕・高尾 （紫　水） 藤沼・矢口 （栄　進） 79

（紫　水） 81

35 山本光・徳本 （土日大） 原田・榊原 (霞ヶ浦) 80

（中　央）
Ｇ Ｏ

丹治・舩津

36 横須賀・吉田 （石岡一） 小野・沼田

（土浦三） 82

38 井橋・神吉 （竜　一） 高橋理・井出 （土日大） 83

37 伊藤・鏑木

39 岡村・小野 （土浦二） 木田餘・小板橋 (東　風) 84

40 望月・吉永 （土浦一） 武井・松尾 （常　総） 85

41 小川原・津村 （土浦二） 原田・宮村 （土浦一） 86

42 佐藤旭・横田 （湖　北） 小林祐・小林想 (牛　久) 87

Ｈ Ｐ43 山口・伊澤 (霞ヶ浦) 高橋・河田 （東洋牛） 88

44 神崎・吉沼 （土浦一） 山本・沼尻 （竜　一） 89

45 大古・正木 （紫　水） 髙橋・池田 （土浦二） 90



令和元年度　全日本卓球選手権大会　ジュニアの部　県南地区2次予選会

令和元年8月23日

たつのこアリーナ

男子シングルス (1)　　推薦：津雲（牛久），坪松論・坪松征（手代木中）吉田尚（桜中）

1 津　口 （霞ヶ浦） 千　葉 （牛　久） 64
2 吉　沼 (土浦一） 渡　辺 （紫　水） 65
3 古　渡 (土浦二）

Ａ
久保田 （竜　一） 66

4 塚　中 （石岡二）
Ｉ

小板橋 (土浦三） 67
5 矢　口 (土浦三） 石　黒 （石岡商） 68
6 松　本 (江　取） 藪　崎 (江　取） 69
7 後　藤 （常　総） 水　野 （栄　進） 70
8 山　口 （松　陽） 小　暮 （霞ヶ浦中） 71
9 飯　竹 (土浦工） 山本光 (土日大） 72

10 佐々木 (土日大） 柴　山 (土浦二） 73
11 鈴　木 (東　風)

Ｂ
原　田 （霞ヶ浦） 74

12 矢　口 （栄　進）
Ｊ

知　本 (土浦一） 75
13 角　田 （竜　一） 片　野 （紫　水） 76
14 佐　野 （紫　水） 鈴　木 （東洋牛） 77
15 渡　辺 （下根中） 高　橋 （湖　北） 78
16 塚　本 （谷田部東中） 牧　野 （取手一中） 79
17 舘　田 （紫　水） 阿久津 （長山中） 80
18 瀧　田 (土浦二） 橋　本 (土日大） 81
19 中　島 (土浦三）

Ｃ
斎　藤 （松　陽） 82

20 高　杉 （東洋牛）
Ｋ

野　村 (土浦二） 83
21 今井貴 (土日大） 西　園 （東洋牛） 84
22 廣　原 （石岡商） 大　古 （紫　水） 85
23 中　塚 （藤　代） 小　吹 (土浦一） 86
24 山　下 (土浦工） 田　地 (土浦三） 87
25 幕　内 （石岡一） 宮　本 （常　総） 88
26 井　出 (土日大） 金　子 （石岡二） 89
27 庭　田 (土浦二）

Ｄ
小川原 (土浦二） 90

28 湯　浅 (土浦一）
Ｌ

菊　池 (東　風) 91
29 影　山 （松　陽） 海老原 (竜　南) 92
30 益　子 （湖　北） 白　土 （霞ヶ浦） 93
31 川　崎 （並木中等） 関 (土浦工） 94
32 伊　藤 （紫　水） 上　石 （下根中） 95
33 松　原 (竜　南) 濱　中 (土日大） 96
34 大　江 (土浦一） 貴　志 （石岡一） 97
35 宇都宮 (江　取）

Ｅ
松　田 (竜　南) 98

36 寺　田 （常　総）
Ｍ

山　城 （栄　進） 99
37 石　川 （石岡二） 服　部 (江　取） ##
38 白　石 (土浦三） 沼　田 （紫　水） ##
39 　澤　 （江取中） 鴻　巣 （常　総） ##
40 藤　沼 （栄　進） 小　野 （茗渓中） ##
41 高　野 (土浦二） 高　木 (土浦一） ##
42 山　本 (東　風) 手　島 （石岡二） ##
43 平　塚 （松　陽）

Ｆ
佐　藤 （竜　一） ##

44 小　更 （霞ヶ浦）
Ｎ

平　野 (土浦二） ##
45 齊　田 （竜　一） 榊　原 （松　陽） ##
46 高橋麟 (土日大） 早　川 (土浦工） ##
47 中　谷 （手代木中） 渡　邊 (土日大） ##
48 野　村 （土浦三中） 古　賀 （並木中等） ##
49 齊　藤 (土浦工） 永　田 （下根中） ##
50 津　村 (土浦二） 服　部 （中　央） ##
51 大槻晃 (土日大）

Ｇ
飯　嶋 （つ国大） ##

52 萩　原 （霞ヶ浦）
Ｏ

柿　下 （霞ヶ浦） ##
53 斎　藤 （東洋牛） 山田裕 （紫　水） ##
54 神　吉 （竜　一） 今井将 (土日大） ##
55 横須賀 （石岡一） 櫻　井 (土浦二） ##
56 正　木 （紫　水） 稲　垣 (土浦三） ##
57 二ツ森 （常　総） 島 （松　陽） ##
58 賀　美 （中　央） 関　井 （東洋牛） ##
59 小林想 （牛　久）

Ｈ
松　尾 （常　総） ##

60 森　本 (土浦二）
Ｐ

浅　野 (土浦二） ##
61 深　川 (土浦一） 横　田 （湖　北） ##
62 髙　野 (土浦三） 澤 (土浦一） ##
63 吉田拓 （桜　中） 沼　尻 （竜　一） ##

湯　浅 （土浦四中） ##



令和元年度　全日本卓球選手権大会　ジュニアの部　県南地区2次予選会

令和元年8月23日

たつのこアリーナ

男子シングルス (2)　推薦：倉持（藤代中），斎藤（大穂中），中野（竹園東中）

## 山　下 （土浦四中） 植　田 (愛宕中) ##
## 山　本 （松　陽） 高　橋 （東洋牛） ##
## 富　山 (土日大）

Ｑ
三　岡 (土浦二） ##

## 片　岡 (江　取）
Ｙ

舩　津 (土浦三） ##
## 鈴　木 (土浦三） 戸　島 （霞ヶ浦） ##
## 吉　田 （石岡商） 吉　田 （石岡一） ##
## 木田餘 (東　風) 望　月 (土浦一） ##
## 高　橋 (土浦二） 片　桐 (土日大） ##
## 山　本 （竜　一） 矢田貝 （つ国大） ##
## 南 （栄　進） 遠　藤 (土浦二） ##
## 小　沼 (土浦工）

Ｒ
山本大 (土日大） ##

## 田　村 （紫　水）
Ｚ

武　井 （常　総） ##
## 渡　邊 （霞ヶ浦） 森　田 (竜　南) ##
## 神　崎 (土浦一） 山田貴 （紫　水） ##
## 會　沢 （谷和原中） 佐名木 (江　取） ##
## 高　橋 （藤代南中） 　畑　 （手代木中） ##
## 河　野 (土日大） 熊　坂 （土浦三中） ##
## 佐　藤 （石岡一） 溝　口 （常　総） ##
## 伊　藤 （中　央）

Ｓ
峰　﨑 (江　取） ##

## 小松﨑 (土浦二）
a

石　川 (土日大） ##
## 吉　永 (土浦一） 竹　田 (土浦一） ##
## 長谷川 （常　総） 鮎　澤 （竜　一） ##
## 高　崎 （紫　水） 根　本 （松　陽） ##
## 宇都木 （並木中等） 樋　口 (土浦二） ##
## 三　原 （東洋牛） 亀　山 （並木中等） ##
## 榊　原 （霞ヶ浦） 岡　山 (土浦工） ##
## 佐藤輝 （湖　北）

Ｔ
田　辺 （石岡二） ##

## 川　村 （竜　一）
b

原　田 （栄　進） ##
## 久保田 (土浦二） 丹　治 (土浦三） ##
## 熊　谷 （石岡二） 小板橋 (東　風) ##
## 近　藤 （牛　久） 鏑　木 （中　央） ##
## 黒　岩 （手代木中） 岩　崎 （紫　水） ##
## 瀬　川 (東　風) 　森　 （下根中） ##
## 白　田 (土浦二） 山　口 （栄　進） ##
## 皆　川 （竜　一）

Ｕ
熱　海 (竜　南) ##

## 田　所 (土浦三）
c

菅　澤 (土浦工） ##
## 折　本 (竜　南) 藤　久 (土浦二） ##
## 吉　田 （中　央） 佐々木 (土浦一） ##
## 小　林 （常　総） 井　橋 （竜　一） ##
## 米　山 （つ国大） 秋　山 （紫　水） ##
## 小　野 (土浦二） 徳　本 (土日大） ##
## 高橋理 (土日大） 木　本 （松　陽） ##
## 宮　村 (土浦一）

Ｖ
佐藤旭 （湖　北） ##

## 岩　渕 （栄　進）
d

小林祐 （牛　久） ##
## 斎　藤 （紫　水） 松　下 (土浦二） ##
## 小松﨑 (土浦工） 淡　路 (江　取） ##
## 高　木 （下根中） 小　野 （紫　水） ##
## 數　納 （霞ヶ浦中） 水　門 （並木中等） ##
## 山　口 （霞ヶ浦） 中　村 （竹園東中） ##
## 高　尾 （紫　水） 川　島 (土浦三） ##
## 星 (土日大）

Ｗ
永　井 (土浦工） ##

## 川　崎 （石岡二）
e

大槻恵 (土日大） ##
## 岡　村 (土浦二） 松　平 （竜　一） ##
## 池　田 （常　総） 佐　藤 （石岡商） ##
## 今　尾 （松　陽） 中　村 （紫　水） ##
## 坂　本 （稲敷・東中） 原　田 (土浦一） ##
## 菅　原 （石岡一） 佐々木 （東洋牛） ##
## 上　野 (土浦三） 村　松 （松　陽） ##
## 黒　田 （東洋牛）

Ｘ
中　村 （石岡一） ##

## 平　島 （湖　北）
f

坂　野 （石岡二） ##
## 田　口 (土浦一） 伊　澤 （霞ヶ浦） ##
## 椎　名 (江　取） 長　野 （常　総） ##
## 玉　木 （牛　久） 池　田 (土浦二） ##



令和元年度　全日本ジュニア大会県南地区2次予選会

令和元年8月23日

たつのこアリーナ

女子シングルス 推薦：鬼頭（霞ヶ浦），渡邊・田尻（下根中），津口（竹園東中）

　　　　　　　　　　　　　大湯（中根台中），岩本（牛久南中）

1 灘 (霞ヶ浦) 瀬　島 （土浦四中） 58

2 沼　㞍 （栄　進） 小　林 （土浦二） 59

3 稲　葉 （東洋牛） 名　塚 （石岡二） 60

4 田　中 （土浦三） 関　口 （竜　一） 61

5 豊　島 （竜　一） 小野澤 （土浦三） 62

6 岡　本 （土浦二） 中　島 （松　陽） 63

7 盛　川 （藤代南中） 鈴　木 （小絹中） 64

8 浅　岡 （竹園東中） 阿　部 （茗渓中） 65

9 桑　原 （石岡二） 大　野 （東洋牛） 66

10 友　金 （藤　代） 川　上 （土浦一） 67

11 関　谷 （常　総） 西　本 （紫　水） 68

12 中　澤 （土浦二） 村　上 （常　総） 69

13 石　井 （松　陽） 関　口 （土浦二） 70

14 長　島 （石岡商） 酒　巻 （藤代南中） 71

15 有　松 （小絹中） 栗　山 （城ノ内中） 72

16 角　田 （竜　一） 鈴　木 （中　央） 73

17 仲 （土浦二） 浅　羽 （土浦二） 74

18 西　山 （江　取） 岸　野 （常　総） 75

19 金　城 （湖　北） 小　形 （竜　一） 76

20 石　田 （中　央） 小　林 （江　取） 77

21 廣　江 （土浦三） 風　野 （大穂中） 78

22 佐　々 （春日学園） 小　林 （石岡中） 79

23 藤　丸 （茗渓中） 諸　川 （東洋牛） 80

24 高　橋 （東洋牛） 萩ノ谷 （石岡商） 81

25 日下部 （愛　国） 永　井 （栄　進） 82

26 中　沢 （栄　進） 高　橋 （谷田部中） 83

27 鈴　木 （常　総） 安　井 （東　風） 84

28 多　田 （土浦二） 石川彩 （土浦二） 85

29 海老澤 （長山中） 北　川 （朝日中） 86

30 木　原 （松　陽） 伊　藤 （東洋牛） 87

31 石川真 （土浦二） 神　永 （土浦二） 88

32 出　原 （城ノ内中） 芹　沢 （湖　北） 89

33 大　森 （中　央） 橋　本 （藤　代） 90

34 八　木 （石岡一） 工　藤 （土浦一） 91

35 秋　葉 （石岡商） 大　関 （春日学園） 92

36 杉　村 （藤代南中） 関　口 （城ノ内中） 93

37 佐　藤 (愛宕中) 矢　作 （竜　一） 94

38 小　高 （土日大） 阿　部 （土浦三） 95

39 宮　本 （土浦二） 川　田 （栄　進） 96

40 山　本 （竜　一） 内　海 （石岡一） 97

41 小　澤 （石岡二） 横須賀 （土浦二） 98

42 石　塚 （東洋牛） 池　田 （常　総） 99

43 名　嶋 （城ノ内中） 阿　達 （藤代南中） ##

44 大　野 （牛久三中） 宮　本 （栄　進） ##

45 相　沢 （中　央） 羽　生 (霞ヶ浦) ##

46 鈴　木 （土浦二） 樋　口 （江　取） ##

47 大　竹 （土浦一） 丸　井 （石岡二） ##

48 木　本 （紫　水） 二　木 （土浦二） ##

49 元　木 （東　風） 藤　沼 （御所ヶ丘中） ##

50 増　原 （中根台中） 佐　藤 （竹園東中） ##

51 坂　口 （藤代南中） 山　田 （紫　水） ##

52 木　村 （土浦二） 大　賀 （常　総） ##

53 仲　田 （栄　進） 日　野 （土浦二） ##

54 櫻　井 （石岡商） 伊　東 （石岡商） ##

川　畑 （松　陽） ##

55 小　林 （常　総） 森　田 （中　央） ##

57 田　村 （土浦三中）

56 内　藤 （土浦三）


