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卓球強化練習会
2012年3月17日(土)  舞鶴文化公園体育館

男子ダブルス

川見　彰寿 野村　佳充
木村　隼一 岡田　大樹

上原　健太郎 栗垣　和哉
尾江　俊城 白波瀬　智久

上野　雄次 荻野　拳斗
藤原　大助 今田　貢平

田中　明匤 吉田　達哉
山口　太史 森岡　良哉

山下　康太 村上　優治
山田　昴平 西村　颯太

永本　剛士 端野　玄麻
大田　郷 木瀬　稜介

小田　卓和 水島　廣隆
中村　裕哉 水口　雷

山口　慎介 須原　佑介
迫田　直人 村上　聖弥

池田　一輝 有本　純也
浪江　泰成 大門　秀太郎

稲垣　晴秋 中西　拓也
小國　貴俊 平井　勇気

前田　翌檜 川戸　泰雅
村上　晃平 吉岡　拓真

片山　重之 西田　有騎
山下　大輝 澤田　凌

芦田　健矢 河波　誠士
片桐　健太 中川　裕

原田　昌汰 足立　将太
八木　徳貴 細見　翔吾

14 (成美) (成美) 28

1 (成美) (加悦谷) 15

(工業)

(福知山) 27

12 (福知山) (東舞鶴) 26

13 (綾部)

(網野) 25

10 (峰山) (峰山) 24

11 (工業)

(西舞鶴) 23

8 (西舞鶴) (工業) 22

9 (加悦谷)

(西舞鶴) 21

6 (西舞鶴) (大江) 20

7 (東舞鶴)

(工業) 19

4 (大江) (加悦谷) 18

5

2 (網野) (綾部) 16

3 (工業) (工業) 17



卓球強化練習会
2012年3月17日(土)  舞鶴文化公園体育館

女子ダブルス

八木　遥 倉橋　七緒
加藤　花奈 鍋島　有紀恵

関　玲奈 湯守　亜美
藤原　晟未　 植田　真優

岸田　はるか 五戸　砂季
佐々木　仁美 竹橋　愛美

市川　鈴菜 上林　遥
浮津　玲奈 伊藤　海里

岩鼻　春花 今儀　澪
中野　睦月 松本　恵美

上田　恭子 杉下　仁美
久下　奈槻 大森　悠加

松岡　美有希 坂田　梨沙
町原　里奈 大町　真由

瀬野　美京 玉置　はるな
竹内　玲奈 唐橋　彩花

波多野　珠江 高橋　万由子
堂東　安希 四方　愛美

9 (成美) (成美) 18

7 (西舞鶴) (福知山) 16

8 (東舞鶴) (西舞鶴) 17

6 (網野) (工業) 15

5 (福知山) (西舞鶴) 14

4 (大江)

2 (加悦谷) (東舞鶴) 11

(東舞鶴) 13

3 (西舞鶴) (西舞鶴)

101 (成美) (大江)

12



卓球強化練習会
2012年3月17日(土)  舞鶴文化公園体育館

男子シングルス

31 野村　佳充 (加悦谷) 62原田　昌汰 (成美)

30 西村　颯太 (工業) 大田　郷 (西舞鶴)

29 木瀬　稜介 (大江) 今崎　修輔 (大江) 60

61

27 芦田　健矢 (綾部) 森岡　良哉 (加悦谷)

28 上野　有輝 (成美)

58

59村上　聖弥 (工業)

26 平井　勇気 (峰山)

秋田　拓哉 (西舞鶴)

25 尾江　俊城 (網野) 吉岡　拓真 (網野)

迫田　直人 (西舞鶴)

今田　貢平

片桐　健太

稲垣　晴晃

(大江)

(工業)

(綾部)

(峰山)

24 前田　翌檜 (工業) 田中　明匤 (大江)

23 川戸　泰雅 (網野) 水島　廣隆 (西舞鶴)

19 片山　重之 (福知山)

22 霜尾　眞也 (西舞鶴) 中川　裕 (福知山)

21 西田　有騎 (東舞鶴) 荻野　拳斗 (工業)

20 上野　雄次 (工業)

17 永本　剛士 (西舞鶴)

(網野)

18 大槻　祐介

細見　翔吾 (成美)16 山口　太史

(綾部)

48

45

46

47

足立　将太 (成美)

藤原　大助 (工業)

上原　健太郎 中村　裕哉 (東舞鶴)

15 岡田　大樹 (加悦谷)

14

12 澤田　凌 (東舞鶴) 吉田　達哉 (加悦谷)

11 中西　拓也 (峰山) 大門　秀太郎 (西舞鶴) 42

43

4413 山下　康太 (工業) 白波瀬　智久 (綾部)

9 赤井　優志 (福知山) 八木　徳貴 (成美)

8 須原　佑介 (工業) 小田　卓和 (東舞鶴)

小國　貴俊 (峰山)

10

水口　雷 (西舞鶴)

40

41

6 栗垣　和哉 (綾部) 村上　晃平 (工業)

5 池田　一輝 (加悦谷) 山口　慎介 (西舞鶴)

4 河波　誠士 (福知山)

有本　純也 (西舞鶴)

3 村上　優治 (工業)

7

山下　大輝 (福知山)

山田　昴平 (工業)

35

36

37

38

39

32

2 端野　玄麻 (大江)

浪江　泰成 (加悦谷) 34

1 川見　彰寿 (成美) 木村　隼一 (成美)

33

49

50

51

52

53

54

55

56

57



卓球強化練習会
2012年3月17日(土)  舞鶴文化公園体育館

女子シングルス

19 波多野　安希 (成美) 高橋　万由子 (成美) 38

36

18 新宮　舞 (西舞鶴) 関　玲奈 (加悦谷) 37

17 浮津　玲奈 (大江) 坂田　梨沙 (福知山)

34

16 湯守　亜美 (東舞鶴) 瀬野　美京 (東舞鶴) 35

15 上田　恭子 (網野) 今儀　澪 (西舞鶴)

32

14 五戸　砂季 (西舞鶴) 鍋島　有紀恵 (大江) 33

13 大町　真由 (福知山) 竹内　玲奈 (東舞鶴)

30

12 植田　真優 (東舞鶴) 町原　里奈 (西舞鶴) 31

11 佐々木　仁美 (西舞鶴) 加藤　花奈 (成美)

28

10 堂東　珠江 (成美) 上林　遥 (東舞鶴) 29

9 岸田　彩 (成美) 唐橋　彩花 (西舞鶴)

26

8 松岡　美有希 (西舞鶴) 市川　鈴菜 (大江) 27

7 中野　睦月 (福知山) 松本　恵美 (西舞鶴)

24

6 倉橋　七緒 (大江) 杉下　仁美 (工業) 25

5 伊藤　海里 (東舞鶴) 岩鼻　春花 (福知山)

22

4 岸田　はるか (西舞鶴) 藤原　晟未　 (加悦谷) 23

3 大森　悠加 (工業) 久下　奈槻 (網野)

20

2 山上　あや (西舞鶴) 玉置　はるな (西舞鶴) 21

1 八木　遥 (成美) 四方　愛美 (成美)



男子ダブルス 最終順位
順位決定 ①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

女子ダブルス 最終順位
順位決定 ①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

男子シングルス 最終順位
順位決定 ①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

女子シングルス 最終順位
順位決定 ①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

7位

5位

5位

1位 3位 7位

1位 3位 5位

7位1位 5位

1位 3位 7位

3位


