
第６８回高島卓球選手権大会

平成３１年３月３１日（日）

安曇川総合体育館

硬式男子ダブルス・トーナメント　結果

関　友喜 東部中 田邉 拓登 美浜町役場
松本 崇志 高島クラブ 2-1 2-9 村松 帝史 SPEC

髙山 大翔 山本 司
山口 秀樹 1-1 1-6 奥村 錬

勝山 僚介 3-1 3-5 辻 和彦
田中 篤大 辻 篤希

野坂 太陽 北川 翔
桐畑 尚央 2-2 2-10 山根 広嗣

丸岡 吉昭 森下 博貴
鳥家 拓真 4-1 4-3 河合 丈一郎

佐近 大樹 磯野 正 マキノ町
佐久間 健斗 2-3 2-11 上田 純平 安曇川町

三田村 匠文 中条 雄樹
松木 晃太郎 1-2 玉木 寛也

大嶋 悠多 高島クラブ 3-6 吉川 温信
高木 友斗 安曇川高OB 3-2 1-7 細井 遼河

武田 充弘 元脇 隆
田中 凱星 1-3 2-12 小倉 智博

西村 颯太 栗原 宏平
早藤 広貴 2-4 永井 小豆

野々村 雅治 5-1 5-2 山﨑 信一
和久田 将平 6-1 2-13 辻 悠斗

早川 隆三 日髙 広海
加納 毅大 2-5 1-8 中野 光貴

森 有珠馬 3-7 有澤 隆生
上田 俊輔 1-4 木原 康平

丸岡 健太 3-3 保木 克也
堀江 春男 2-14 保木 卓也

白藤 健太郎 畑澤 一稀
日置 晃平 2-6 4-4 竹中 快斗

橘川 雄樹 井花 一貴
犬山 諒洋 4-2 2-15 海東 明倫

今西 拓也 今川 佳樹
小林 奏河 2-7 饗庭 拓真

上野 恭士 3-8 岡 隼斗
舛木 駿介 1-9 吹田 佳亮

藤田 拓実 3-4 和田 和樹
北川 博翔 1-5 2-16 峯森 朗斗

遠藤 滉己 上西 正剛
澤井 謙斗 2-8 樋口 栄一

谷田 等
本郷 徳幸
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第６８回高島卓球選手権大会

平成３１年３月３１日（日）

安曇川総合体育館

Ａリーグ 松本 日置 横井川 山本 勝敗 順位 Ｂリーグ 丸岡 永井 田中 本郷 勝敗 順位
1 松本 崇志/高島クラブ ○２－０ ○２－０ ○２－０ ３／０ 1 1 丸岡 健太/North Lake ○２－１ ○２－０ ○２－０ ３／０ 1
2 日置 晃平/ロビング ×０－２ ○２－０ ○２－０ ２／１ 2 2 永井 小豆/KPS ×１－２ ×０－２ ×０－２ ０／３ 4
3 横井川 直也/高島高 ×０－２ ×０－２ ○２－１ １／２ 3 3 田中 凱星/高島高 ×０－２ ○２－１ ×１－２ １／２ 3
4 西村 理音/湖西暁 ×０－２ ×０－２ ×１－２ ０／３ 4 4 本郷 潤/山卓 ×０－２ ○２－０ ○２－１ ２／１ 2

Ｃリーグ 磯野 加納 小林 勝敗 順位 Ｄリーグ 野々村 遠藤 鈎 勝敗 順位
1 磯野 正/マキノ ×０－２ ○２－０ １／１ 2 1 野々村 雅治/滋賀大学 ○２－０ ○２－０ ２／０ 1
2 加納 毅大/エイムン ○２－０ ○２－０ ２／０ 1 2 遠藤 滉己/高島高 ×０－２ ○２－０ １／１ 2
3 小林 奏河/安曇川高 ×０－２ ×０－２ ０／２ 3 3 鈎 聖吾/山口卓球 ×０－２ ×０－２ ０／２ 3

Ｅリーグ 佐久間 辻 中野 勝敗 順位 Ｆリーグ 保木 上田 古田 桐畑 勝敗 順位
1 佐久間 健斗/福井高専 ○２－０ ○２－０ ２／０ 1 1 保木 克也/高島クラブ ○２－０ ○２－０ ○２－０ ３／０ 1
2 辻 和彦/高島クラブ ×０－２ ○２－０ １／１ 2 2 上田 純平/安曇川 ×０－２ ○２－０ ○２－０ ２／１ 2
3 中野 光貴/高島高 ×０－２ ×０－２ ０／２ 3 3 古田 嘉一郎/山口卓球 ×０－２ ×０－２ ×０－２ ０／３ 4

4 桐畑 尚央/虎姫高 ×０－２ ×０－２ ○２－０ １／２ 3

Ｇリーグ 久郷 鳥家 竹中 吹田 勝敗 順位 Ｈリーグ 栗原 辻 宮田 澤井 勝敗 順位
1 久郷 克己/前進友の会 ×０－２ ×０－２ ×０－２ ０／３ 4 1 栗原 宏平/KPS ○２－０ ○２－０ ○２－０ ３／０ 1
2 鳥家 拓真/North　Lake ○２－０ ○２－１ ○２－０ ３／０ 1 2 辻 篤希/高島クラブ ×０－２ ○２－１ ○２－０ ２／１ 2
3 竹中 快斗/虎姫高 ○２－０ ×１－２ ○２－０ ２／１ 2 3 宮田 崇弘/虎姫高 ×０－２ ×１－２ ○２－０ １／２ 3
4 吹田 佳亮/安曇川高 ○２－０ ×０－２ ×０－２ １／２ 3 4 澤井 謙斗/高島高 ×０－２ ×０－２ ×０－２ ０／３ 4

Ｉリーグ 武田 河合 森 勝敗 順位 Ｊリーグ 上西 高木 北川 和田 勝敗 順位
1 武田 充弘/高島高 ×０－２ ○２－０ １／１ 2 1 上西 正剛/North　Lake ○２－０ ○２－０ ○２－０ ３／０ 1
2 河合 丈一郎/ぴんぽんDash ○２－０ ○２－０ ２／０ 1 2 高木 友斗/安曇川高OB ×０－２ ×０－２ ×１－２ ０／３ 4
3 森 有珠馬/安曇川高 ×０－２ ×０－２ ０／２ 3 3 北川 翔/虎姫高 ×０－２ ○２－０ ○２－０ ２／１ 2

4 和田 和樹/湖西暁 ×０－２ ○２－１ ×０－２ １／２ 3

Ｋリーグ 山﨑 饗庭 三田村 勝敗 順位 Ｌリーグ 今西 本郷 山根 田中 勝敗 順位
1 山﨑 信一/高島クラブ ○２－１ ○２－１ ２／０ 1 1 今西 拓也/安曇川高 ×０－２ ○２－０ ○２－０ ２／１ 2
2 饗庭 拓真/滋賀大学 ×１－２ ○２－０ １／１ 2 2 本郷 徳幸/東洋紡 ○２－０ ○２－１ ○２－１ ３／０ 1
3 三田村 匠文/湖西暁 ×１－２ ×０－２ ０／２ 3 3 山根 広嗣/虎姫高 ×０－２ ×１－２ ×０－２ ０／３ 4

4 田中 太一/山口卓球 ×０－２ ×１－２ ○２－０ １／２ 3

Ｍリーグ 田邉 堀江 高山 田中 勝敗 順位 Ｎリーグ 関 元脇 玉木 勝山 勝敗 順位
1 田邉 拓登/美浜町役場 ○２－０ ○２－０ ○２－０ ３／０ 1 1 関 友喜/東部中 ○２－０ ○２－０ ○２－０ ３／０ 1
2 堀江 春男/North Lake ×０－２ ○２－０ ○２－０ ２／１ 2 2 元脇 隆/North Lake ×０－２ ○２－０ ○２－０ ２／１ 2
3 高山 大翔/高島高 ×０－２ ×０－２ ○２－０ １／２ 3 3 玉木 寛也/高島高 ×０－２ ×０－２ ○２－０ １／２ 3
4 田中 篤大/安曇川高 ×０－２ ×０－２ ×０－２ ０／３ 4 4 勝山 僚介/安曇川高 ×０－２ ×０－２ ×０－２ ０／３ 4

試合順（４人） ①１－４ ②２－３ ③１－３ ④２－４ ⑤１－２ ⑥３－４ 試合順（３人） ①２－３ ②１－３ ③１－２

硬式男子シングルス・予選リーグ（1/2）　結果
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平成３１年３月３１日（日）

安曇川総合体育館

Ｏリーグ 畑澤 犬山 中条 勝敗 順位 Ｐリーグ 辻 今川 吉川 勝敗 順位
1 畑澤 一稀/虎姫高 ×１－２ ○２－０ １／１ 2 1 辻 悠斗/高島クラブ ×０－２ ○２－０ １／１ 2
2 犬山 諒洋/KPS ○２－１ ○２－０ ２／０ 1 2 今川 佳樹/滋賀大学 ○２－０ ○２－０ ２／０ 1
3 中条 雄樹/高島高 ×０－２ ×０－２ ０／２ 3 3 吉川 温信/安曇川高 ×０－２ ×０－２ ０／２ 3

Ｑリーグ 樋口 井花 上野 勝敗 順位 Ｒリーグ 松村 不破 松木 西村 勝敗 順位
1 樋口 栄一/North Lake ○２－０ ○２－０ ２／０ 1 1 村松 帝史/SPEC ○２－０ ○２－０ ○２－０ ３／０ 1
2 井花 一貴/高島高 ×０－２ ×０－２ ０／２ 3 2 不破 偲温/山卓 ×０－２ ×１－２ ×０－２ ０／３ 4
3 上野 恭士/湖西暁 ×０－２ ○２－０ １／１ 2 3 松木 晃太郎/湖西暁 ×０－２ ○２－１ ○２－０ ２／１ 2

4 西村 颯太/安曇川高 ×０－２ ○２－０ ×０－２ １／２ 3

Ｓリーグ 早川 日髙 藤田 岡 勝敗 順位 Ｔリーグ 谷田 木原 奥村 峯森 勝敗 順位
1 早川 隆三/エイムン ○２－０ ○２－０ ○２－０ ３／０ 1 1 谷田 等/東洋紡 ○２－０ ○２－０ ２／０ 1
2 日髙 広海/高島高 ×０－２ ○２－１ ×１－２ １／２ 3 2 木原 康平/安曇川高OB ×０－２ ×１－２ ０／２ 3
3 藤田 拓実/虎姫高 ×０－２ ×１－２ ×０－２ ０／３ 4 3 奥村 錬/安曇川高
4 岡 隼斗/安曇川高 ×０－２ ○２－１ ○２－０ ２／１ 2 4 峯森 朗斗/湖西暁 ×０－２ ○２－１ １／１ 2

Ｕリーグ 白藤 竹内 山口 勝敗 順位 Ｖリーグ 舛木 和久田 野坂 早藤 勝敗 順位
1 白藤 健太郎/ロビング ○２－１ ×０－２ ０／２ 3 1 舛木 駿介/湖西暁 ×０－２ ○２－０ ○２－０ ２／１ 2
2 竹内 好/個人 ○２－０ ×０－２ １／１ 2 2 和久田 将平/滋賀大学 ○２－０ ×１－２ ○２－０ ２／１ 1
3 山口 秀樹/高島高 ○２－０ ○２－０ ２／０ 1 3 野坂 太陽/虎姫高 ×０－２ ○２－１ ○２－０ ２／１ 3

4 早藤 広貴/安曇川高 ×０－２ ×０－２ ×０－２ ０／３ 4

Ｗリーグ 丸岡 佐近 細井 勝敗 順位 Ｘリーグ 大嶋 海東 上田 勝敗 順位
1 丸岡 吉昭/North Lake ○２－０ ○２－０ ２／０ 1 1 大嶋 悠多/高島クラブ ○２－０ ○２－０ ２／０ 1
2 佐近 大樹/福井高専 ×０－２ ×０－２ ０／２ 3 2 海東 明倫/高島高 ×０－２ ○２－０ １／１ 2
3 細井 遼河/安曇川高 ×０－２ ○２－０ １／１ 2 3 上田 和輝/安曇川高 ×０－２ ×０－２ ０／２ 3

Ｙリーグ 有澤 橘川 北川 勝敗 順位 Ｚリーグ 森下 小倉 安孫子 上田 勝敗 順位
1 有澤 隆生/安曇川高OB ○２－０ ×１－２ １／１ 1 1 森下 博貴/ぴんぽんDash ○２－０ １／０ 1
2 橘川 雄樹/KPS ×０－２ ○２－１ １／１ 3 2 小倉 智博/North　Lake ×０－２ ０／１ 2
3 北川 博翔/虎姫高 ○２－１ ×１－２ １／１ 2 3 安孫子 凌太/高島高

4 上田 俊輔/安曇川高

試合順（４人） ①１－４ ②２－３ ③１－３ ④２－４ ⑤１－２ ⑥３－４ 試合順（３人） ①２－３ ②１－３ ③１－２

硬式男子シングルス・予選リーグ（2/2）　結果
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平成３１年３月３１日（日）

安曇川総合体育館

硬式男子シングルス・決勝トーナメント　結果

松本 崇志/高島クラブ Ａ Ｎ

丸岡 健太/North Lake Ｂ Ｏ 犬山 諒洋/KPS

関 友喜/東部中

加納 毅大/エイムン Ｃ Ｐ 今川 佳樹/滋賀大学

野々村 雅治/滋賀大学 Ｄ Ｑ 樋口 栄一/North Lake

佐久間 健斗/福井高専 Ｅ Ｒ 村松 帝史/SPEC

保木 克也/高島クラブ Ｆ Ｓ 早川 隆三/エイムン

鳥家 拓真/North Lake Ｇ Ｔ 谷田 等/東洋紡

栗原 宏平/KPS Ｈ Ｕ 山口 秀樹/高島高

河合 丈一郎/ぴんぽんDash Ｉ Ｖ 和久田 将平/滋賀大学

上西 正剛/North Lake Ｊ Ｗ 丸岡 吉昭/North Lake

山﨑 信一/高島クラブ Ｋ Ｘ 大嶋 悠多/高島クラブ

本郷 徳幸/東洋紡 Ｌ Ｙ 有澤 隆生/安曇川高OB

田邉 拓登/美浜町役場 Ｍ Ｚ 森下 博貴/ぴんぽんDash
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平成３１年３月３１日（日）

安曇川総合体育館

Ａリーグ 釆野 三木 川崎 小林 勝敗 順位 Ｂリーグ 金本 有澤 黒田 早川 勝敗 順位

1 釆野　真菜美／高島高 ○２－０ ○２－０ ○２－０ ３／０ 1 1 金本 恵子/平クラブ ×０－２ ○２－０ ○２－１ ２／１ 2

2 三木 はるか/安曇川高 ×０－２ ○２－０ ○２－０ ２／１ 2 2 有澤 紫織/安曇川高 ○２－０ ○２－０ ○２－０ ３／０ 1

3 川崎 杏/虎姫高 ×０－２ ×０－２ ○２－０ １／２ 3 3 黒田 歩/虎姫高 ×０－２ ×０－２ ×０－２ ０／３ 4

4 小林 星愛/安曇川中 ×０－２ ×０－２ ×０－２ ０／３ 4 4 早川 明/今津中 ×１－２ ×０－２ ○２－０ １／２ 3

Ｃリーグ 本郷 伊串 亀村 桂田 勝敗 順位 Ｄリーグ 饗庭 加藤 岸田 濱野 勝敗 順位

1 本郷 真希/山卓 ○２－０ ×１－２ ○２－０ ２／１ 2 1 饗庭 優香/高島クラブ ○２－０ ○２－０ ○２－０ ３／０ 1

2 伊串 茉莉香/高島高 ×０－２ ×１－２ ○２－０ １／２ 3 2 加藤 さわ/湖西暁 ×０－２ ○２－０ ○２－０ ２／１ 2

3 亀村 由子/虎姫高 ○２－１ ○２－１ ○２－１ ３／０ 1 3 岸田 成美/高島高 ×０－２ ×０－２ ○２－０ １／２ 3

4 桂田 愛花/今津中ＯＧ ×０－２ ×０－２ ×１－２ ０／３ 4 4 濱野 彩未/安曇川中 ×０－２ ×０－２ ×０－２ ０／３ 4

Ｅリーグ 大原 加悦 外川 ポイント率 順位 Ｆリーグ 中西 沖津 奥田 堀江 勝敗 順位

1 大原 愛海/粟野中 ×０－２ ○２－０ ３６／３４ 2 1 中西 知奈海/平クラブ ○２－０ ○２－０ ○２－０ ３／０ 1

2 加悦 圭加/安曇川高OＧ ○２－０ ×０－２ ３９／３６ 1 2 沖津 安菜/安曇川高 ×０－２ ×０－２ ×１－２ ０／３ 4

3 外川 陽世/虎姫高 ×０－２ ○２－０ ３４／３９ 3 3 奥田 菜月/高島高 ×０－２ ○２－０ ○２－０ ２／１ 2

4 堀江 結依/粟野中 ×０－２ ○２－１ ×０－２ １／２ 3

Ｇリーグ 田中 平田 前川 野瀬 勝敗 順位 Ｈリーグ 舛木 甲斐 竹花 桂田 勝敗 順位

1 田中 琴美/虎姫高 ×０－２ ×０－２ ○２－０ １／２ 3 1 舛木 詩菜/湖西暁 ○２－０ ○２－０ ２／０ 1

2 平田 かえで/高島クラブ ○２－０ ○２－１ ○２－０ ３／０ 1 2 甲斐 くるみ/安曇川高 ×０－２ ×０－２ ０／２ 3

3 前川 茉穂/高島高 ○２－０ ×１－２ ○２－０ ２／１ 2 3 竹花 実春/虎姫高

4 野瀬 琴羽/粟野中 ×０－２ ×０－２ ×０－２ ０／３ 4 4 桂田 虹海/今津中 ×０－２ ○２－０ １／１ 2

Ｉリーグ 髙山 井上 中島 鈴木 勝敗 順位 Ｊリーグ 沼田 上原 丹治 勝敗 順位

1 髙山 唯/安曇川高OＧ ○２－０ ○２－０ ２／０ 1 1 沼田 真奈/高島高 ○２－０ ○２－０ ２／０ 1

2 井上 稚菜/高島高 ×０－２ ×１－２ ０／２ 3 2 上原 真湖/粟野中 ×０－２ ×０－２ ０／２ 3

3 中島 更彩/虎姫高 3 丹治 蒼乃/虎姫高 ×０－２ ○２－０ １／１ 2

4 鈴木 悠衣梨/粟野中 ×０－２ ○２－１ １／１ 2

Ｋリーグ 佐藤 武田 三宅 田保 勝敗 順位 Ｌリーグ 保木 木津 田中 今野 勝敗 順位

1 佐藤 瑞姫/今津中 ○２－０ ○２－０ ○２－０ ３／０ 1 1 保木 万里子/安曇川高 ×１－２ ○２－０ ○２－０ ２／１ 2

2 武田 七海/虎姫高 ×０－２ ×１－２ ○２－０ １／２ 2 2 木津 桃香/湖西暁 ○２－１ ○２－０ ○２－０ ３／０ 1

3 三宅 澄夏/安曇川高 ×０－２ ○２－１ ×１－２ １／２ 3 3 田中 彩葉/虎姫高 ×０－２ ×０－２ ×０－２ ０／３ 4

4 田保 結菜/粟野中 ×０－２ ×０－２ ○２－１ １／２ 4 3 今野 瑞雪/高島高 ×０－２ ×０－２ ○２－０ １／２ 3

試合順（３人） ①２－３ ②１－３ ③１－２ 試合順（４人） ①１－４ ②２－３ ③１－３ ④２－４ ⑤１－２ ⑥３－４

硬式女子シングルス・予選リーグ　結果



第６８回高島卓球選手権大会

平成３１年３月３１日（日）

安曇川総合体育館

硬式女子ダブルス・トーナメント　結果

釆野 真菜美 田中 琴美
沼田 真奈 2-1 2-5 亀村 由子

桂田 虹海 今津中 平田 かえで
桂田 愛花 今津中ＯＧ 1-1 1-4 饗庭 優香

野瀬 琴羽 3-1 沖津 安菜
大原 愛海 3-3 三宅 澄夏

武田 七海 伊串 茉莉香
外川 陽世 2-2 1-5 前川 茉穂

保木 万里子 田中 彩葉
甲斐 くるみ 4-1 4-2 2-6 川崎 杏

佐藤 瑞姫
5-1

上原 真湖
早川 明 2-3 堀江 結依

有澤 紫織 島田 直子
三木 はるか 1-2 2-7 本郷 真希

田保 結菜
鈴木 悠衣梨 3-2 1-6

奥田 菜月 小林 星愛
今野 瑞雪 1-3 3-4 濱野 彩未

丹治 蒼乃 加藤 さわ
黒田 歩 2-4 1-7 木津 桃香

中西 知奈海 平クラブ 岸田 成美
舛木 詩菜 湖西暁 2-8 井上 稚菜

髙山 唯
加悦 圭加

12

2 高島クラブ 13

1 高島高 虎姫高

14

4 虎姫高 高島高 15

3 粟野中 安曇川高

16

6 今津中 粟野中 17

5 安曇川高 虎姫高

18

8 粟野中 虎姫高 19

7 安曇川高 山卓

20

10 虎姫高 湖西暁 21

9 高島高 安曇川中

安曇川高OＧ 23

11 高島高 22

第６８回高島卓球選手権大会

平成３１年３月３１日（日）

安曇川総合体育館

硬式女子シングルス・決勝トーナメント　結果

Ａ

Ｂ Ｈ

Ｇ釆野　真菜美／高島高 平田 かえで/高島クラブ

舛木 詩菜/湖西暁

髙山 唯/安曇川高OＧＣ Ｉ

Ｄ Ｊ

Ｅ Ｋ

沼田 真奈/高島高

佐藤 瑞姫/今津中

Ｆ Ｌ 木津 桃香/湖西暁

有澤 紫織/安曇川高

亀村 由子/虎姫高

饗庭 優香/高島クラブ

加悦 圭加/安曇川高OＧ

中西 知奈海/平クラブ



第６８回高島卓球選手権大会
平成３１年３月３１日（日）

安曇川総合体育館

Ａリーグ 朝山 梅村 安本 白井 勝敗
ゲーム率

順位 １位リーグ Ａ１ Ｂ１ Ｃ１ 勝敗 順位

1 朝山 俊行/小松ＴＴＣ ○２－１ ×０－２ ○２－０ ２／１
（２／３）

3 1 Ａ１　梅村 聡/高島 ×０－２ ×１－２ ０／２ 3

2 梅村 聡/高島 ×１－２ ○２－０ ○２－１ ２／１
（３／２）

1 2 Ｂ１　大原 清海/敦賀若葉クラブ ○２－０ ○２－０ ２／０ 1

3 安本 孝雄/高島 ○２－０ ×０－２ ○２－０ ２／１
（２／２）

2 3 Ｃ１　後藤 直弘/彦根 ○２－１ ×０－２ １／１ 2

4 白井 正道/高島 ×０－２ ×１－２ ×０－２ ０／３ 4

２位リーグ Ａ２ Ｂ２ Ｃ２ 勝敗 順位

Ｂリーグ 大原 山田 小宮 清水 勝敗 順位 1 Ａ２　安本 孝雄/高島 ○２－１ ○２－０ ２／０ 1

1 大原 清海/敦賀若葉クラブ ○２－０ ○２－１ ○２－０ ３／０ 1 2 Ｂ２　小宮 長茂/高島 ×１－２ ○２－０ １／１ 2

2 山田 利和/高島 ×０－２ ×０－２ ○２－０ １／２ 3 3 Ｃ２　大萱 有紀/高島 ×０－２ ×０－２ ０／２ 3

3 小宮 長茂/高島 ×１－２ ○２－０ ○２－０ ２／１ 2

4 清水 大翔/今津中 ×０－２ ×０－２ ×０－２ ０／３ 4 ３位リーグ Ａ３ Ｂ３ Ｃ３ ポイント率 順位

1 Ａ３　朝山 俊行/小松ＴＴＣ ○２－０ ×０－２ ３５／３０ 1

Ｃリーグ 横井 後藤 大萱 大西 勝敗 順位 2 Ｂ３　山田 利和/高島 ×０－２ ○２－０ ３０／３７ 3

1 横井 貫二/高島 ×１－２ ×１－２ ○２－０ １／２ 3 3 Ｃ３　横井 貫二/高島 ○２－０ ×０－２ ３７／３５ 2

2 後藤 直弘/彦根 ○２－１ ○２－０ ○２－０ ３／０ 1

3 大萱 有紀/高島 ○２－１ ×０－２ ○２－０ ２／１ 2 ４位リーグ Ａ４ Ｂ４ Ｃ４ 勝敗 順位

4 大西 孝侑/山口卓球 ×０－２ ×０－２ ×０－２ ０／３ 4 1 Ａ４　白井 正道/高島 ○２－０ ○２－０ ２／０ 1

2 Ｂ４　清水 大翔/今津中 ×０－２ ○２－０ １／１ 2

試合順（４人） ①１－４ ②２－３ ③１－３ ④２－４ ⑤１－２ ⑥３－４ 3 Ｃ４　大西 孝侑/山口卓球 ×０－２ ×０－２ ０／２ 3

試合順（３人） ①２－３ ②１－３ ③１－２

ラージ男子シングルス・予選リーグ・決勝リーグ　結果



第６８回高島卓球選手権大会
平成３１年３月３１日（日）

安曇川総合体育館

Ａリーグ 朝山 西川 志村 藤澤 勝敗 順位 上位リーグ Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２ 勝敗 順位

1 朝山 富貴子/小松ＴＴＣ ○２－０ ×０－２ ○２－０ ２／１ 2 1 Ａ１　志村 サト江/高島 ○２－０ ○２－０ ○２－０ ３／０ 1

2 西川 とよ子/高島 ×０－２ ×０－２ ○２－０ １／２ 3 2 Ａ２　朝山 富貴子/小松ＴＴＣ ×０－２ ×０－２ ○２－０ １／２ 3

3 志村 サト江/高島 ○２－０ ○２－０ ○２－０ ３／０ 1 3 Ｂ１　長村 農里/高島 ×０－２ ○２－０ ○２－０ ２／１ 2

4 藤澤 悦子/高島 ×０－２ ×０－２ ×０－２ ０／３ 4 4 Ｂ２　大野 玲子/守山 ×０－２ ×０－２ ×０－２ ０／３ 4

Ｂリーグ 大野 長村 川妻 勝敗 順位 下位リーグ Ａ３ Ａ４ Ｂ３ 勝敗 順位

1 大野 玲子/守山 ×０－２ ○２－０ １／１ 2 1 Ａ３　西川 とよ子/高島 ○２－０ ○２－１ ２／０ 5

2 長村 農里/高島 ○２－０ ○２－０ ２／０ 1 2 Ａ４　藤澤 悦子/高島 ×０－２ ○２－１ １／１ 6

3 川妻 啓子/高島 ×０－２ ×０－２ ０／２ 3 3 Ｂ３　川妻 啓子/高島 ×１－２ ×１－２ ０／２ 7

試合順（４人） ①１－４ ②２－３ ③１－３ ④２－４ ⑤１－２ ⑥３－４

試合順（３人） ①２－３ ②１－３ ③１－２

ラージ女子シングルス・予選リーグ・決勝リーグ　結果

※予選リーグの結果を持ち越し



第６８回高島卓球選手権大会

平成３１年３月３１日（日）

安曇川総合体育館

朝・朝 梅・大 白・藤 勝敗 順位 １位リーグ Ａ２ Ｂ２ Ｃ２ 勝敗 順位

1
朝山 俊行

朝山 富貴子
小松ＴＴＣ ○２－０ ○２－０ ２／０ 1 1 Ａ１　朝山・朝山 ○２－０ ○２－０ ２／０ 1

2
梅村 聡

大萱 有紀
高島 ×０－２ ○２－０ １／１ 2 2 Ｂ１　後藤・大野 ×０－２ ×０－２ ０／２ 3

3
白井 正通
藤澤 悦子

高島 ×０－２ ×０－２ ０／２ 3 3 Ｃ１　安本・長村 ×０－２ ○２－０ １／１ 2

山・西 後・大 西・志 勝敗 順位 ２位リーグ Ａ２ Ｂ２ Ｃ２ 勝敗 順位

1
山田　利和

西川　とよ子
高島 ×０－２ ○２－１ １／１ 2 1 Ａ２　梅村・大萱 ○２－０ ×０－２ １／１ 2

2
後藤 直弘
大野 玲子

彦根
守山

○２－０ ○２－０ ２／０ 1 2 Ｂ２　山田・西川 ×０－２ ×０－２ ０／２ 3

3
西川 佳宏

志村 サト江
高島 ×１－２ ×０－２ ０／２ 3 3 Ｃ２　小宮・川妻 ○２－０ ○２－０ ２／０ 1

安・長 小・川 清・宮 勝敗 順位 ３位リーグ Ａ３ Ｂ３ Ｃ３ 勝敗 順位

1
安本　孝雄
長村　農里

高島 ○２－１ ○２－０ ２／０ 1 1 Ａ３　白井・藤澤 ×１－２ ○２－１ １／１ 2

2
小宮 長茂
川妻 啓子

高島 ×１－２ ○２－０ １／１ 2 2 Ｂ３　西川・志村 ○２－１ ○２－０ ２／０ 1

3
清水 大翔
宮田 賢彦

今津中 ×０－２ ×０－２ ０／２ 3 3 Ｃ３　清水・宮田 ×１－２ ×０－２ ０／２ 3

試合順（４人） ①１－４ ②２－３ ③１－３ ⑤１－２ ⑥３－４

試合順（３人） ①２－３ ②１－３ ③１－２

ラージダブルス・予選リーグ・順位リーグ　結果

Ａリーグ

Ｂリーグ

Ｃリーグ


