
年度 学校対抗 学校対抗

21  　　　　  　　　　　  　　　  　　　　　　　　　　  　　  　 　　　　  　　　　　  　　　  　　　　　　　　　　　

22 府 一 商             　　　  　　　　　　　　　　  　　  　 華頂女子             　　　  　　　　　　　　　　　

23 桂  　　　　   　　　  　　　　　　　　　　  　　  　 華頂女子             　　　  　　　　　　　　　　　

24 朱　　雀  　　　　   　　　  　　　　　　　　　　  　　  　 華頂女子             　　　  　　　　　　　　　　　

25 堀　　川 鳥海　政次 朱　雀 入江　良春・中野　 健 東　山 華頂女子 石原れい子 華頂女 横山　満子・武田  和子 鴨　泝

26 東　　山 土肥慶三郎 鴨　泝 中野　 健 ・西川　憲良 東　山 華頂女子 石原れい子 華頂女 石原れい子・一井  玲子 華頂女

27 東　　山 松本　喜作 東　山 菅波　 敦 ・松本　喜作 東　山 華頂女子  　　　

28 東　　山 菅波　 敦 東　山 菅波　 敦 ・松本　喜作 東　山 華頂女子 辻野　悦子 華頂女

29 東　　山 出羽　孝充 東　山 出羽　孝充・佐藤  雅也 東　山 京都女子 長松佐多子 華頂女 長松佐多子・船入真都子 華頂女

30 東　　山  畑 　典文 東　山 諸岡　秀光・池部  茂男 西舞鶴 精華女子 瀬川　烈子 京都女 中村　泰子・太田  雅子 華頂女

31 東　　山 小野　武男 鴨　泝 小野　武男・仙石   晋 鴨　泝 精華女子 大平　良子 精華女 瀬川　烈子・中村  道子 京都女

32 東　　山 新庄　俊孝 東　山 平野徳太郎・友淵  義晴 平　安 精華女子 片山　昌子 精華女 片山  昌子・三原千代子 精華女

33 東　　山 瀬川　栄治 東　山 瀬川　栄治・渡辺  宏治 東　山 東 舞 鶴 竹内紀代子 華頂女 山中  教子・中川千恵子 精華女

34 東　　山 瀬川　栄治 東　山 瀬川　栄治・渡辺  宏治 東　山 精華女子 山中　教子 精華女 山中  教子・中川千恵子 精華女

35 東　　山 小林　健一 東　山 小林　健一・中川  洋一 東　山 華頂女子 北田　展子 華頂女 山中　道子・浜田  敦子 華頂女

36 東　　山 小枝　弘武 東　山 小枝　弘武・北村  忠男 東　山 精華女子 山中　道子 華頂女 山中　道子・浜田  敦子 華頂女

37 東　　山 石田　博昭 東　山 石田　博昭・原田  克巳 東　山 華頂女子 森脇　光子 華頂女 森脇  光子・藤村美智子 華頂女

38 鴨　　泝 原田　克巳 東　山 原田　克巳・吉田   稔 東　山 精華女子 小椋　節子 精華女 小椋　節子・速水　 香 精華女

39 東　　山 馬淵　常美 東　山 亀田　 進 ・岡田  久治 東　山 精華女子 小椋　節子 精華女 小椋　節子・速水　 香 精華女

40 東　　山 西田  行輝 東　山 田阪登紀夫・西田  行輝 東　山 精華女子 中家二三子 精華女 武市いくよ・藤原八千代 華頂女

41 東　　山 岡沢　雄二 東　山 鹿乗　正裕・高橋  行光 東　山 華頂女子 森地　洋子 華頂女 藤原八千代・小堀世津子 華頂女

42 東　　山 高橋　行光 東　山 三木　五郎・高橋  行光 東　山 日　　星 山本さよよ 精華女 吉川  保子・神代すみ子 京都女

43 東　　山 小坂　正好 東　山 山本 　徹 ・増田  博泰 東　山 京都女子  森 　知子 明徳商 竹ノ内時美・ 森 　知子 明徳商

44 東　　山 村上　博巳 東　山 大岡　 巌 ・中山  孝夫 東　山 京都女子 神代すみ子 京都女  森　 知子・吉見  快子 明徳商

45 平　　安 田阪　 弘 東　山 田阪　 弘 ・中山  孝夫 東　山 日　　星 細川実千子 華頂女 吉見  快子・大前江見子 明徳商

46 東　　山 村岡　 勇 東　山 松井　 健 ・ 蔡 　新平 東　山 日　　星 中島有美子 京都女 糸井  信子・若狭恵美子 日　星

47 東　　山 松岡　 宏 東　山 松岡　 宏 ・増田　 洋 東　山 日　　星 若狭恵美子 日　星 中井万理子・石川  春美 華頂女

48 東　　山 中村　康司 東　山 中村　康司・山田  勝博 東　山 華頂女子 中井万理子 華頂女 中井万理子・石川  春美 華頂女

49 東　　山 井之上光男 東　山 井之上光男・加藤  一幸 東　山 日　　星 山崎　弘子 日　星 大槻友紀子・山本八重子 明徳商

50 東　　山 加藤　一幸 東　山 小沢　吉孝・近藤  高広 東　山 明 徳 商 梶間　美穂 明徳商 梶間　美穂・山田  悦子 明徳商

51 東　　山 近藤　高広 東　山 小沢　吉孝・近藤  高広 東　山 明 徳 商 河辺佐絵子 洛　北 河辺佐絵子・大沢まき子 洛　北

52 東　　山  関 　尚平 東　山  関 　尚平・岡田  健志 東　山 明 徳 商 沢田　佳子 華頂女 駒居　陽子・金沢  悦子 明徳商

53 東　　山 岡田  健志 東　山 竹元　 章 ・山内　 篤 東　山 明 徳 商 沢田　佳子 華頂女 川北　悦代・坂田  美穂 明徳商

54 東　　山 福田　可信 東　山 福田　可信・長尾  達治 東　山 明 徳 商 木内　恵子 華頂女 木内　恵子・喜多  元代 華頂女

55 東　　山 萩原　卓巳 東　山 山田　賢一・萩原  卓巳 東　山 華頂女子 細井　靖子 同志社 岡本　典子・春名  令子 華頂女

56 東　　山 萩原　卓巳 東　山 萩原　卓巳・大竹  克利 東　山 明 徳 商 松井　千歳 家政学 清水　敏江・中島  圭子 明徳商

57 東　　山 尾崎  栄治 東　山 尾崎  栄治・佐藤  大輔 東　山 華頂女子 松本　敏江 華頂女 岡田美智子・瀬川  貴美 華頂女

58 東　　山 佐藤　大輔 東　山 小鷹　好夫・ 泉   直行 東　山 明 徳 商 石田　洋子 宮　津 元持奈緒美・坂本  恵子 明徳商

59 東　　山 市川　智之 東　山 佐藤　大輔・ 泉   直行 東　山 宮　　津 石田　清美 宮　津 石田　洋子・石田  清美 宮　津

60 東　　山 渡辺　輝彦 東　山 渡辺　輝彦・西川  雅也 東　山 明 徳 商 石田　清美 宮　津 石田　清美・細川  貴恵 宮　津

61 東　　山 田原　直昌 東　山 美木　 哲 ・田原  直昌 東　山 西　　山 石田　清美 宮　津 山崎　朋子・山下  純子 明徳商

62 東　　山 田原　直昌 東　山 田原　直昌・川嶋  崇弘 東　山 華頂女子 藤木　郁美 華頂女 小笠原麻里・藤木  郁美 華頂女

63 東　　山 小笠原剛士 東　山 小笠原剛士・川嶋  崇弘 東　山 明 徳 商 藤木　郁美 華頂女 吉田　静子・野村  理英 暁星女

H １ 東　　山 小笠原剛士 東　山 小笠原剛士・川嶋  崇弘 東　山 明 徳 商 藤木　郁美 華頂女 中島　秋実・田阪  敦子 明徳商

 ２ 東　　山 藤本　武司 東　山 吉岡　直樹・西村  友男 平　安 明 徳 商 中島　秋実 明徳商 壱岐真由美・岡村  昌美 明徳商

 ３ 東　　山 渡部　将史 東　山 稲垣　康生・渡部  将史 東　山 明 徳 商 園田　智恵 西　山 高橋  照実・近藤万理子 明徳商

 ４ 東　　山 村田　充史 東　山 村田　充史・石田  弘樹 東　山 明 徳 商 越智　亜也 明徳商 千代　美子・中村  仁美 明徳商

 ５ 東　　山 村田　充史 東　山 村田　充史・石田  弘樹 東　山 明 徳 商 楠亀　有加 西　山 小堀斗志子・金田  朱美 華頂女

 ６ 東　　山 藤本　貴史 東　山 野平　直孝・藤本  貴史 東　山 明 徳 商 金田　朱美 華頂女 黒瀬  弘美・青亀かおり 明徳商

 ７ 東　　山 大森　隆弘 東　山 大森　隆弘・岡地  智之 東　山 明 徳 商 田阪　直子 明徳商 金田　朱美・平井  咲子 華頂女

 ８ 東　　山 石田　大輔 東　山 大森　隆弘・長尾  芳昭 東　山 明 徳 商 田阪　直子 明徳商 田阪  直子・橋本麻奈美 明徳商

 ９ 東　　山  継　　充 東　山 石田　大輔・ 継 　 充 東　山 京都明徳 田阪　ゆみ 京明徳 谷岡　香織・田阪  ゆみ 京明徳

10 東　　山 高森　英郎 東　山 熊田　智幸・宮下　 渉 東　山 京都明徳 秋山　輝子 京明徳 田阪　ゆみ・橋本奈々美 京明徳

11 東　　山 宮下　 渉 東　山 今林　浩喜・宮坂　昌利 東　山 京都明徳 秋山　輝子 京明徳 橋本奈々美・秋山　輝子 京明徳

12 東　　山 中野　祐介 東　山 福島　 潤 ・増田　寛祐 東　山 西　　山 堀田　明子 京明徳 岡野麻衣子・松田麻由美 洛　東

13 東　　山 岸川　一星 東　山 福島　 潤 ・増田　寛祐 東　山 京都明徳 矢野　友梨 京明徳 野口  聖美・宮里　聖子 西　山

14 東　　山 時吉　佑一 東　山 広島　卓也・井上　恭兵 東　山 西　　山 矢野　友梨 京明徳 矢野　友梨・籠田　麻奈 京明徳

15 東　　山 森下　雄太 東　山 堀口　弘志・松平　敏史 東　山 京都明徳 白川　枝美 西　山 籠田　麻奈・山川　公美 京明徳

16 東　　山 桑原　元希 東　山 村上　剛志・松尾　健太 東　山 華頂女子 白川　枝美 西　山 横田真奈美・山田なつみ 洛　東

17 東　　山 森田　侑樹 東　山 松平　敏史・橋本  泰樹 東　山 華頂女子 坂本　 唯 華頂女 植山　実穂・上田　 萌 日　星

18 東　　山 笠原　弘光 東　山 足立　智也・笠原　弘光 東　山 日　　星 阪田　真弓 華頂女 松尾　宏美・宮崎　里映 日　星

19 東　　山 笠原　弘光 東　山 加治　夏日・久野　元成 東　山 華頂女子 田中　 樂 華頂女 石川　 操 ・田中　 樂 華頂女

20 東　　山 久野　元成 東　山 久野　元成・土倉　 諒 東　山 華頂女子 石川　 操 華頂女 田中　 樂 ・石川　 操 華頂女

21 東　　山  森 　聡詩 東　山  森 　聡詩・大島　祐哉 東　山 華頂女子 坂本　瑞穂 華頂女 天野　有香・坂本　瑞穂 華頂女

22 東　　山 大島　祐哉 東　山  森 　聡詩・大島　祐哉 東　山 華頂女子 浜畑保菜美 華頂女 浜畑保菜美・岡本　祐実 華頂女

23 東　　山 大島　祐哉 東　山 大島　祐哉・ 庄 　祐平 東　山 華頂女子 望月　陽美 華頂女 浜畑保菜美・岡本　祐実 華頂女

24 東　　山 宮本　幸典 東　山 宮本　幸典・片岡　弘紀 東　山 華頂女子 林　 杏子 華頂女 加藤麻貴奈・神山　佳栄 華頂女

25 東　　山 宮本　幸典 東　山 田中　 豪 ・三浦健太郎 東　山 華頂女子 宮脇　千波 華頂女 望月　陽美・山前里穂子 華頂女

26 東　　山 三浦健太郎 東　山 三浦健太郎・高橋　和也 東　山 華頂女子 宮脇　千波 華頂女 南部　芹菜・宮脇　千波 華頂女

27 東　　山 木原　翔貴 東　山 久保　 岳 ・大井　達矢 東　山 華頂女子 喜納　美空 華頂女 宮脇　千波・喜納　美空 華頂女

28 龍谷大平安 福本　卓朗 東　山 今田　祐樹・足立原　陸 平　安 華頂女子 赤川　真生 華頂女 上明戸早紀・喜納　美空 華頂女

29 東　　山 福本　卓朗 東　山 田中虹太朗・福本　卓朗 東　山 華頂女子 加藤　杏菜 華頂女 池田侑香里・加藤　杏菜 華頂女

30 東　　山 竹内　 佑 東　山 田仲　禄斗・宮木　宏輔 東　山 華頂女子 加藤　杏菜 華頂女 加藤　杏菜・池田紗也佳 華頂女

R １ 東　　山 竹村　浩輝 東　山  星 　優真・佐藤　匠海 東　山 龍谷大平安 和泉　 葵 平　安 和泉　 葵 ・大村　風葉 平　安

R ２

R ３ 東　　山  星 　優真 東　山  星 　優真・佐藤　匠海 東　山 龍谷大平安 大村　風葉 平　安 杉永百々香・足立　咲希 平　安

R ４ 東　　山 古閑　慎也 東　山 羽鳥　泰生・古閑　慎也 東　山 龍谷大平安 杉永百々香 平　安 杉永百々香・真田　夕愛 平　安

（コロナウィルス感染拡大による緊急事態宣言下のため実施されず）

女 子 の 部

京都府高等学校春季卓球選手権大会　　　　　　優勝校 ・ 優勝者

シングルス　（学校） ダ ブ ル ス 　（学校） シングルス　（学校） ダ ブ ル ス 　（学校）

男 子 の 部


