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会場 姫路 ウインク体育館

平成29年6月25日

順位

１位１位１位１位 王   甲王   甲王   甲王   甲 シップス神戸TC 池上 晴美池上 晴美池上 晴美池上 晴美 関西学院大学

２位２位２位２位 松宮 悠真松宮 悠真松宮 悠真松宮 悠真 関西学院大学 富田 彩菜富田 彩菜富田 彩菜富田 彩菜 関西大学

西野 伊織西野 伊織西野 伊織西野 伊織 育英高校 飯田 菜月飯田 菜月飯田 菜月飯田 菜月 育英高校

各務 博志各務 博志各務 博志各務 博志 関西大学 吉川 萌乃吉川 萌乃吉川 萌乃吉川 萌乃 育英高校

卯木 尚大卯木 尚大卯木 尚大卯木 尚大 関西学院大学 福永 真悠福永 真悠福永 真悠福永 真悠 新日鐵住金広畑

米本 駿也米本 駿也米本 駿也米本 駿也 育英高校 益岡 玲華益岡 玲華益岡 玲華益岡 玲華 武庫川女子大学

松井 良樹松井 良樹松井 良樹松井 良樹 シップス神戸TC 鯉江 春加鯉江 春加鯉江 春加鯉江 春加 関西学院大学

佐藤 歩望佐藤 歩望佐藤 歩望佐藤 歩望 関西学院大学 池田 妃那池田 妃那池田 妃那池田 妃那 神戸大学

*** *** *** ***

*** *** *** ***

松宮 悠真松宮 悠真松宮 悠真松宮 悠真
関西学院大学

青木 沙也花青木 沙也花青木 沙也花青木 沙也花 関西学院大学関西学院大学関西学院大学関西学院大学

卯木 尚大卯木 尚大卯木 尚大卯木 尚大 池上 晴美池上 晴美池上 晴美池上 晴美

米本 駿也米本 駿也米本 駿也米本 駿也 育英高校 江戸絢音江戸絢音江戸絢音江戸絢音 育英高校育英高校育英高校育英高校

矢津田 海人矢津田 海人矢津田 海人矢津田 海人 柳内   碧柳内   碧柳内   碧柳内   碧

宮崎 隆二宮崎 隆二宮崎 隆二宮崎 隆二 流通科学大 沢田 佳苗沢田 佳苗沢田 佳苗沢田 佳苗 育英高校育英高校育英高校育英高校

日野 太一日野 太一日野 太一日野 太一 山内 愛未山内 愛未山内 愛未山内 愛未

増田 隆介増田 隆介増田 隆介増田 隆介 関西大学 吉川 萌乃吉川 萌乃吉川 萌乃吉川 萌乃 育英高校育英高校育英高校育英高校

各務 博志各務 博志各務 博志各務 博志 飯田 葉月飯田 葉月飯田 葉月飯田 葉月

田中元樹田中元樹田中元樹田中元樹 龍谷大学 大田 真実大田 真実大田 真実大田 真実 武庫川女子大学武庫川女子大学武庫川女子大学武庫川女子大学

西  怜二西  怜二西  怜二西  怜二
大阪経法大

大西 菜摘大西 菜摘大西 菜摘大西 菜摘

八家宏太八家宏太八家宏太八家宏太
関西学院大学

緒方 遼夏緒方 遼夏緒方 遼夏緒方 遼夏 関西学院大学関西学院大学関西学院大学関西学院大学

山口 享也山口 享也山口 享也山口 享也 鯉江 春加鯉江 春加鯉江 春加鯉江 春加

伊賀 大洋伊賀 大洋伊賀 大洋伊賀 大洋 神戸大学 冨田 彩菜冨田 彩菜冨田 彩菜冨田 彩菜 関西大学関西大学関西大学関西大学

小笠 治輝小笠 治輝小笠 治輝小笠 治輝 福永 真悠福永 真悠福永 真悠福永 真悠 新日鐵住金広畑新日鐵住金広畑新日鐵住金広畑新日鐵住金広畑

山下 晴人山下 晴人山下 晴人山下 晴人
関西学院大学

鎌田 萌恵子鎌田 萌恵子鎌田 萌恵子鎌田 萌恵子 武庫川女子大学武庫川女子大学武庫川女子大学武庫川女子大学

橋本   啓橋本   啓橋本   啓橋本   啓 田野 朱美田野 朱美田野 朱美田野 朱美

本大会    H29/９／16～18　愛知県立体育館　 問合先　県卓協   武内  昇　０９０３－８４４－１０１６

５位５位５位５位

(順不同)(順不同)(順不同)(順不同)

男子ダブルス男子ダブルス男子ダブルス男子ダブルス 女子ダブルス女子ダブルス女子ダブルス女子ダブルス

１位１位１位１位

２位２位２位２位

３位３位３位３位

(順不同)(順不同)(順不同)(順不同)

平成２９年度　名古屋卓球選手権大会平成２９年度　名古屋卓球選手権大会平成２９年度　名古屋卓球選手権大会平成２９年度　名古屋卓球選手権大会

県選考会県選考会県選考会県選考会

一般の部一般の部一般の部一般の部

男子シングルス男子シングルス男子シングルス男子シングルス 女子シングルス女子シングルス女子シングルス女子シングルス

３位３位３位３位

(順不同)(順不同)(順不同)(順不同)

５位５位５位５位

(順不同)(順不同)(順不同)(順不同)


