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両丹高等学校卓球選手権大会
2013年4月29日(月・祝)  宮津市民体育館

男子ダブルス

野村　佳充 森　隆博
岡田　大樹 須原　佑介

四方　滉人 岸下　幸樹
荻野　卓也 小森　尚輝

西村　颯太 木本　裕章
山田　昂平 安田　萌生

中西　拓也 正岡　和也
平井　勇気 大道　悠周

澤田　凌 霜尾　眞也
小川　龍 永本　剛士

衣川　琢磨 下村　悠登
山口　駿太郎 細見　英吾

櫻木　竜成 志賀　大地
白波瀬　雅之 鶴岡　流音

森口　景 吉田　達哉
東山　敦希 浪江　泰成

四方　寿樹 藤井　雄大
赤井　優志 井口　貴明

城屋　和樹 藤川　眭樹
小谷　真嗣 中山　彩人

藤原　大助 水口　雷
荻野　拳斗 大田　郷

吉岡　拓真 森岡　良哉
今西　樹 池田　一輝

渡辺　雅己 森　悠太
足立　涼 中原　渉太

上野　裕貴 瀧　駿介
北山　皓太朗 船木　盛之介

永井　勇斗 稲次　竜我
広瀬　一郎 倉橋　歩夢

白波瀬　智久 山本　草太朗
木崎　翔太 片山　楓馬

木崎　海仁 小國　貴俊
井淵　渉方 番場　直斗

山下　康太 谷口　史尚
村上　優治 山下　優作

尾江　俊城 足立　勘也
堀江　耀祐 大槻　祐介

四方　快 由良　涼太
飯田　航輝 岩田　侑樹

八木　徳貴 大原　慧
足立　圭吾 真野　将太

足立　将太
細見　翔吾

(東舞鶴)

2 (成美) (成美)

3 (工業)

(西舞鶴)

4 (峰山) (福知山)

5

6 (成美) (成美)

7 (綾部)

(加悦谷)

9 (福知山)

(綾部)

(大江)

11 (工業)

(工業)

(加悦谷)

13 (共栄)

(西舞鶴)

14 (大江)

(東舞鶴)

16 (綾部)

12 (網野)

10 (西舞鶴)

8 (西舞鶴)

1 (加悦谷) (工業) 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

(西舞鶴) 35

15 (工業) (成美) 36

(東舞鶴)

(工業) 37

17 (加悦谷) (峰山) 38

18 (工業) (網野) 39

19 (網野) (綾部) 40

(成美) 43

20 (西舞鶴) (工業) 41

21 (成美) (福知山) 42



両丹高等学校卓球選手権大会
2013年4月29日(月・祝)  宮津市民体育館

女子ダブルス

[推　薦]　　波多野　安希；川端　愛美、高須　裕美加；堂東　珠江(成美)

倉橋　結花 岸田　彩
荒賀　菜々子 久世　真南海

谷口　瑠璃 山本　リンリン
谷水　希 岡　実咲

西田　未稀 芦田　萌々香
島田　莞奈 飯田　菜月

新宮　舞 中野　睦月
玉置　はるな 村上　智美

坂田　梨沙 谷川　千尋
渡辺　彩希 柴山　聖香

山田　早紀 真下　沙季
村上　千晶 金子　美咲

工原　優美 大森　悠加
倉橋　梨奈 杉下　愛

関　玲奈 椋本　早紀
下野　絵梨 岸田　はるか

決勝トーナメント

11

2 (成美) (福知山) 10

①
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14
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⑥
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4 (西舞鶴) (福知山) 12

⑧

9

3 (工業) (西舞鶴)

⑦

④

6 (大江) (西舞鶴)

②

⑤

8 (加悦谷) (西舞鶴) 16

7 (西舞鶴) (工業) 15
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両丹高等学校卓球選手権大会
2013年4月29日(月・祝)  宮津市民体育館

男子シングルス ( 1 / 2 )

足立　将太 (成美) 48

23 北山　皓太朗 (大江) 安田　萌生 (東舞鶴) 47

24 水口　雷 (西舞鶴)

22 真野　将太 (福知山) 瀧　駿介 (西舞鶴) 46

21 廣瀬　僚紀 (加悦谷) 西村　颯太 (工業) 45

20 山本　草太朗 (工業) 平井　勇気 (峰山) 44

19 中西　拓也 (峰山) 井淵　渉方 (加悦谷) 43

18 山口　駿太郎 (成美) 吉岡　拓真 (網野) 42

17 船木　盛之介 (西舞鶴)

浪江　泰成 (加悦谷)

41

16 藤井　雄大 (工業) 白波瀬　雅久 (綾部) 40

15 山下　優作 (網野) 倉橋　歩夢 (成美) 39

14 志賀　大地 (綾部)

藤原　大助 (工業)

38

13 森岡　良哉 (加悦谷) 四方　寿樹 (福知山) 37

12 森　隆博 (工業) 衣川　琢磨 (成美) 36

11 井上　椋太 (網野) 小谷　真嗣 (西舞鶴) 35

10 森口　景 (西舞鶴) 稲垣　晴晃 (峰山) 34

9 森　悠太 (東舞鶴) 片山　楓馬 (工業) 33

8 四方　滉人 (成美) 堀江　耀祐 (網野) 32

7 池田　一輝 (加悦谷) 木崎　翔太 (綾部) 31

6 赤井　優志 (福知山) 荻野　卓也 (成美) 30

5 渡辺　雅己 (共栄) 霜尾　眞也 (西舞鶴) 29

4 村上　優治 (工業) 上野　裕貴 (大江) 28

1 八木　徳貴 (成美) 野村　佳充 (加悦谷) 25

3 小池　晴貴 (加悦谷) 木本　裕章 (東舞鶴) 27

2 櫻木　竜成 (綾部) 広瀬　一郎 (工業) 26



男子シングルス ( 2 / 2 )

9672 岡田　大樹 (加悦谷)

71 岩田　侑樹 (工業) 大道　悠周 (福知山) 95

細見　翔吾 (成美)

70 飯田　航輝 (西舞鶴) 今西　樹 (網野) 94

69 藤川　眭樹 (大江) 永井　勇斗 (工業) 93

68 足立　勘也 (綾部) 中山　彩人 (大江) 92

67 小森　尚輝 (成美) 大田　郷 (西舞鶴) 91

66 荻野　拳斗 (工業) 由良　涼太 (工業) 90

65 足立　涼 (共栄) 山地　貴大 (共栄) 89

64 小巻　洋祐 (加悦谷) 鶴岡　流音 (綾部) 88

63 中原　渉太 (東舞鶴) 城屋　和樹 (西舞鶴) 87

62 永本　剛士 (西舞鶴) 岸下　幸樹 (成美) 86

61 細見　英吾 (成美) 木崎　海仁 (加悦谷) 85

60 吉田　達哉 (加悦谷) 下村　悠登 (成美) 84

59 稲次　竜我 (成美) 井口　貴明 (工業) 83

58 山下　康太 (工業) 田中　盛博 (加悦谷) 82

57 大槻　祐介 (綾部) 正岡　和也 (福知山) 81

56 小川　龍 (東舞鶴) 番場　直斗 (峰山) 80

55 四方　快 (西舞鶴) 白波瀬　智久 (綾部) 79

54 小國　貴俊 (峰山) 澤田　凌 (東舞鶴) 78

53 林田　泰河 (工業) 川端　裕希 (綾部) 77

52 大原　慧 (福知山) 谷口　史尚 (網野) 76

51 山田　昂平 (工業) 東山　敦希 (西舞鶴) 75

50 尾江　俊城 (網野) 小谷　直紀 (加悦谷) 74

49 足立　圭吾 (成美) 須原　佑介 (工業) 73



両丹高等学校卓球選手権大会
2013年4月29日(月・祝)  宮津市民体育館

女子シングルス

[推　薦]　　高須　裕美加(成美)

22

2 代　彩希 (工業) 山田　早紀 (大江) 23

1 川端　愛美 (成美) 岸田　彩 (成美)

24

4 金子　美咲 (西舞鶴) 岸田　はるか (西舞鶴) 25

3 倉橋　梨奈 (西舞鶴) 由利　歩 (加悦谷)

26

6 谷口　瑠璃 (成美) 大槻　博子 (綾部) 27

5 村上　智美 (福知山) 坂田　梨沙 (福知山)

28

8 西田　未稀 (工業) 谷水　希 (成美) 29

7 村上　千晶 (大江) 岡　実咲 (福知山)

30

10 玉置　はるな (西舞鶴) 椋本　早紀 (西舞鶴) 31

9 下野　絵梨 (加悦谷) 島田　莞奈 (工業)

32

12 久世　真南海 (成美) 引田　千賀 (成美) 33

11 渡辺　彩希 (福知山) 中野　睦月 (福知山)

34

14 土佐　百花 (福知山) 真下　沙季 (西舞鶴) 35

13 柴山　聖香 (工業) 芦田　萌々香 (西舞鶴)

36

16 高橋　美緒 (共栄) 倉橋　結花 (大江) 37

15 飯田　菜月 (西舞鶴) 大森　悠加 (工業)

38

18 新宮　舞 (西舞鶴) 工原　優美 (西舞鶴) 39

17 荒賀　菜々子 (大江) 関　玲奈 (加悦谷)

19 谷川　千尋 (工業) 杉下　愛 (工業) 40

20 山本　リンリン (福知山) 大町　真由 (福知山) 41

21 堂東　珠江 (成美) 波多野　安希 (成美) 42



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

⑨

⑨

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

男子学校対抗 女子学校対抗
最終順位 ① 最終順位 ①

② ②

③ ③

7位

1位 3位 5位

1位 3位

7位1位 5位

1位 3位 7位

3位

5位

5位

7位



男子 シングルス上位６名・ダブルス上位２組
同点時はシングルスの点数で優劣をつける

シングルス 学校別得点

選手名 学校名 学校名 得点

１位(10点) 成　美

２位(８点) 加悦谷

３位(６点) 工　業

４位(６点) 峰　山

５位(４点) 東舞鶴

６位(４点) 福知山

７位(２点) 網　野

８位(２点) 西舞鶴

　 綾　部

大　　江

学校対抗組合せ

ダブルス

選手名 学校名

１位(５点)

２位(４点)

３位(３点)

４位(３点)

５位(２点)

６位(２点)

７位(１点)

８位(１点)

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑤

ﾍﾞｽﾄ16
(１点)

①

②

③

④



女子 シングルス上位６名・ダブルス上位２組
同点時はシングルスの点数で優劣をつける

シングルス 学校別得点

選手名 学校名 学校名 得点

１位(10点) 成　美

２位(８点) 福知山

３位(６点) 大　江

４位(６点) 西舞鶴

５位(４点) 工　業

６位(４点) 加悦谷

７位(２点)

８位(２点)

学校対抗組合せ

ダブルス

選手名 学校名

１位(５点)

２位(４点)

３位(３点)

４位(３点)

５位(２点)

６位(２点)

７位(１点)

８位(１点)

９位(０点)

ﾍﾞｽﾄ16
(１点)

⑥

⑤

①

②

③

④

3位

⑤ ④ ③ ⑥ ②①


