
２０１９年全日本卓球選手権大会京都府予選（カデットの部）

１３歳以下男子シングルス（１）

中村 (ＮＥＸ’ＴＡＧＥ) 34

2 堀江 (北野中学) 新井

1 松島 翔 (田阪卓研)

(ｃｌｏｖｅｒ) 35

3 斎藤 (ＮＥＸ’ＴＡＧＥ) 奥村 (加茂川中学) 36

4 山﨑 (上桂卓球場) 湯淺 (天王山卓球場) 37

山崎 (ＰＰＣ綾部) 38

6 佐野 (長岡第三中学) 山口

5 仲島 (春日丘中学)

(ＵＮＩＴＹ) 39

7 吉本 (洛星中学) 中野 (上桂卓球場) 40

8 石田 (壱球倶楽部) 糀田 (洛北中学) 41

長江 (洛星中学) 42

10 布宮 (天王山卓球場) 中村

9 松村 (下京中学)

(上桂卓球場) 43

11 河島 (加茂川中学) 松田 (加茂川中学) 44

12 木村 (春日丘中学) 長嶋 (京都御池中学) 45

奥田 (春日丘中学) 46

14 島本 (洛北中学) 島袋

13 佐野 (久御山明伸館)

(西京極中学) 47

15 北川 (ｃｌｏｖｅｒ) 河口 (壱球倶楽部) 48

16 藤田 (西京極中学) 蔵本 (久御山明伸館) 49

小山 （ＹＨＧアスリートクラブ） 50

18 浅田 (西京味噌いかる) 園井

17 久保田 (上桂卓球場)

(天王山卓球場) 51

19 大塚 (壱球倶楽部) 野本 (グリーンネット) 52

20 保崎 (京都御池中学) 小原 (久御山明伸館) 53

日野 (上桂卓球場) 54

22 横井 (洛星中学) 上村

21 吉江 (洛北中学)

(ＮＥＸ’ＴＡＧＥ) 55

23 髙橋 (加茂川中学) 藤野 (加茂川中学) 56

24 市村 (春日丘中学) 坂田 (勧修オールスターズ) 57

北川 (春日丘中学) 58

26 小野 (ＮＥＸ’ＴＡＧＥ) 大日

25 松本 (天王山卓球場)

(京都御池中学) 59

27 三谷 (グリーンネット) 進藤 (西京極中学) 60

28 水間 (春日丘中学) 細見 (ＰＰＣ綾部) 61

関 (洛星中学) 62

30 俣野 (加茂川中学) 長崎

29 山内 (上桂卓球場)

(一条クラブ) 63

31 野本 (今西ＴＴＳ) 川勝 (春日丘中学) 64

32 横山 (ＰＰＣ綾部) 三宅 (洛北中学) 65

萩原 (田阪卓研) 66

大槻 (綾部紫遊クラブ) 67

33 矢吹 （ＹＨＧアスリートクラブ）



令和元年８月３１日
伏見港公園体育館

１３歳以下男子シングルス（２）

大槻　拓 (ＮＥＸ’ＴＡＧＥ) 133100 大槻 (西京味噌いかる)

99 長谷 (京都御池中学) 栫井 (一条クラブ) 132

98 西原 (長岡第三中学) 加藤 (洛星中学) 131

新谷 (きんりん) 129

97 安里 (ＰＰＣ綾部) 中村

96 吉勝 (春日丘中学)

(春日丘中学) 130

95 浅海 (洛星中学) 大槻 (ｃｌｏｖｅｒ) 128

94 笹岡 (上桂卓球場) 田中 (久御山明伸館) 127

中川 (壱球倶楽部) 125

93 太田 (洛北中学) 松尾

92 水戸 (天王山卓球場)

(洛北中学) 126

91 余膳 (久御山明伸館) 芦田 (今西ＴＴＳ) 124

90 内田 (加茂川中学) 木ノ下 (春日丘中学) 123

江上 (西京極中学) 121

89 廣田 (春日丘中学) 安井

88 浅井 (グリーンネット)

(加茂川中学) 122

87 岡島 (上桂卓球場) 黒瀬 (山科中学) 120

86 伴 (下京中学) 山田 (京都御池中学) 119

西面 (田阪卓研) 117

85 大槻　佑 (ＮＥＸ’ＴＡＧＥ) 吉川

84 大角 (上桂卓球場)

(上桂卓球場) 118

83 村上 (天王山卓球場) 北村 (天王山卓球場) 116

82 繁益 (ＮＥＸ’ＴＡＧＥ) 山田 (長岡第三中学) 115

四方 (綾部紫遊クラブ) 113

81 杉田 (洛北中学) 南井

80 針生 (グリーンネット)

(加茂川中学) 114

79 石川 (ＵＮＩＴＹ) 大引 (洛星中学) 112

78 木佐 (加茂川中学) 田中 (春日丘中学) 111

前田 (ＰＰＣ綾部) 109

77 吉池 (久御山明伸館) 野宮

76 土井 (西京極中学)

(京都御池中学) 110

75 野嶋 (洛星中学) 永井 (加茂川中学) 108

74 渡邉 (壱球倶楽部) 木原 (春日丘中学) 107

飯田 (ＮＥＸ’ＴＡＧＥ) 105

73 白橋 (北野中学) 平松

72 横井 (加茂川中学)

(洛北中学) 106

71 騎馬 (洛北中学) 松永 (上桂卓球場) 104

70 丹下 (春日丘中学) 植田 (下京中学) 103

臼井 (グリーンネット) 101

69 谷川 (綾部紫遊クラブ) 宮崎

68 浦辻 （ＹＨＧアスリートクラブ）

（ＹＨＧアスリートクラブ） 102



２０１９年全日本卓球選手権大会京都府予選（カデットの部）
令和元年８月３１日
伏見港公園体育館

１３歳以下女子シングルス

(綾部紫遊クラブ) 431 酒井 (田阪卓研) 大槻

大槻

2 柏木 (北野中学)

福井 (久御山明伸館)

上野 (洛北中学) 44

3 小林 (洛北中学)

一色 (上桂卓球場) 47

(NEX'TAGE) 45

4 中山 (グリーンネット)

神内 (綾部紫遊クラブ)

46

5 大道 (上桂卓球場)

林野 (京都御池中学) 48

7 小林 (京都御池中学) 吉田

6

8 河村 (洛北中学) 人見

(ＰＰＣ綾部) 青山

(洛北中学) 49

(山科中学) 50

(洛北中学) 519 浅田

加登 (一条クラブ)

吉岡 (西京極中学)

黒田

10 高瀬 (天王山卓球場) 52

11 木村 (勧修オールスターズ)

瀬ノ口 (洛北中学) 55

(下京中学) 53

12 今西 (田阪ＴＴＣ)

飛田 (洛北中学)

54

13 村田 (久御山明伸館)

松島 (田阪卓研) 56

15 陣在 (一条クラブ) 足立

14

16 掛谷 (京都御池中学) 森田

(洛北中学) 青木

(北野中学) 57

(天王山卓球場) 58

(今西ＴＴＳ) 5917 谷内

主原 (洛北中学)

朝閒 (京都御池中学)

金山

18 渡邉 (壱球倶楽部) 60

19 山田 (下京中学)

田村 (壱球倶楽部) 63

(勧修オールスターズ) 61

20 山平 (西京極中学)

古賀 (久御山明伸館)

62

21 増田 (上桂卓球場)

黒川 (上桂卓球場) 64

23 萩原 (洛北中学) 中西

22

24 野本 (今西ＴＴＳ) 安藤

(勧修オールスターズ) 岡田

(洛北中学) 65

(西京極中学) 66

(北野中学) 6725 佐藤

谷津 (壱球倶楽部)

沖田 (京都御池中学)

飯田

26 大瀧 (下京中学) 68

27 久保 (洛北中学)

星島 (下京中学) 71

(NEX'TAGE) 69

28 醍醐 (京都御池中学)

中川 (NEX'TAGE)

70

29 土井 (北野中学)

奈須 (洛北中学) 72

31 荒田 (上桂卓球場) 吉池

30

32 四方 (綾部紫遊クラブ) 前田

(洛北中学) 秋田

(久御山明伸館) 73

(ＰＰＣ綾部) 74

(洛北中学) 7533 尾崎

久留島 (下京中学)

平川 (OGURA・TRK)

浅井

34 山本 (京都御池中学) 76

35 安部 (洛北中学)

筒井 (洛北中学) 79

(グリーンネット) 77

36 円 (壱球倶楽部)

勝部 (山科中学)

78

37 栫井 (一条クラブ)

長谷川 (勧修オールスターズ) 80

39 中家 (OGURA・TRK) 大西

38

(洛北中学) 81

40 髙橋 (田阪卓研) 金田 (京都御池中学) 82

森下

41 岡部 (洛北中学)

(田阪卓研) 84

岡田 (上桂卓球場) 83

42 大岡 （ＹＨＧアスリートクラブ）



２０１９年全日本卓球選手権大会京都府予選(カデットの部)
令和元年８月３１日

伏見港公園体育館
１４歳以下男子シングルス

(加茂川中学)

西名 (加茂川中学)

牧山

三上

永末

木村

(長岡第三中学)

寺内 (洛北中学)

下村 (洛北中学)

(長岡第三中学)

(京都御池中学)

谷岡

安藝

松岡

落合 平本 (黄檗中学)

78

松本

(高野中学)

李 強 (高野中学)

(大宅中学)

79

(今西ＴＴＳ)

(ｃｌｏｖｅｒ)

(春日丘中学)

(近衛中学)

宇野 (洛星中学)

(大宅中学)

(加茂川中学)

(長岡第三中学)

三浦 (黄檗中学)

澤邉 (大宅中学)

櫻井

(山科中学)

70

中井

68

(シェイクハンド)

(大宅中学)

(高野中学)

60

63

51

54

57

吉田

國村

稲見

(京都御池中学)

58

大西(洛北中学)

田中

(黄檗中学)

山本

前田

村上

(神川中学)松田 (神川中学)

木谷 (近衛中学)

80

33

32

金井

31

77

75

30

志村

小野

(長岡第三中学)

24

(近衛中学)

17

(洛星中学)

(グリーンネット)

南部

25

堂園 (東宇治中学)

76

74

61

64

72

(久御山明伸館)

(洛北中学)

67

62

73

中野 (山科中学)

71

69

(高野中学)

(長岡第三中学) 56

谷口

81

平本

ボールドン

20

(北野中学)

13

(大宅中学)

19

11 李 智

(神川中学)16

22

辻田

(長岡第三中学)

(京都御池中学)

18

(近衛中学)

櫻田

(東宇治中学)

65

15

66

川久保

久木原 (神川中学)

(山科中学)

23

開沼

(長岡第三中学)

29

上村

(山科中学)

12

10

福知

28

14

21

江口

(洛北中学)

井狩

55

野田

濱松

正田 (加茂川中学)

藤井

59

玉田

52

53

青柳

50

3

(京都御池中学)

2

4 八橋

(高野中学)

河原

5

8 (今西ＴＴＳ)

市川

(壱球倶楽部)

小寺 (近衛中学)

(壱球倶楽部)

1 西澤

9

(上桂卓球場)

(高野中学)

35

遠山

大森

7

6

山崎

髙木

奥田

(山科中学)

26

井上

(加茂川中学)

(長岡第三中学)

久板 (下京中学)

27

(西京極中学)

36

永井 (京都御池中学)

37 椹木 (洛北中学)

34 大槻

林

西田 (今西ＴＴＳ)

38 西川 (北野中学)

39 (西京極中学)

山本 (長岡第三中学)

43 山嵜 (京都御池中学)

40 福井

神足 (長岡第三中学)

(高野中学)

49 田中 (シェイクハンド)

46

小林 (洛北中学)

47

44 小島 (黄檗中学)

(西京極中学) 83

48

北川 (長岡第三中学)

阪部 (大宅中学)

45

42

41

片岡 (洛北中学)

87

森口 (神川中学)

84

林 (シェイクハンド) 85

松田

88

狩野 (山科中学)

89

野村 (近衛中学) 86

(京都御池中学) 82

小原

原田 (神川中学)

93

入山 (大宅中学) 90

今泉 (加茂川中学) 91

(長岡第三中学)

(春日丘中学)

94

市橋 (グリーンネット)

95

河合 (洛北中学)

92

西田

前川 (上桂卓球場) 98

向井 (長岡第三中学)

96

種村 (下京中学)

97

樋口



２０１９年全日本卓球選手権大会京都府予選(カデットの部)
令和元年８月３１日
伏見港公園体育館

１４歳以下女子シングルス

稲垣 (田阪卓研) 5829 坂口 (天王山卓球場)

56

28 生部 (下京中学) 田中 (北野中学) 57

(山科中学) 55

27 坂部 (春日丘中学) 小坂 (洛北中学)

荒賀 (綾部紫遊クラブ) 54

26 平野 (京都御池中学) 加藤

25 山本 (綾部紫遊クラブ)

52

24 水島 (洛北中学) 田中 (下京中学) 53

(田阪ＴＴＣ) 51

23 坂田 (勧修オールスターズ) 泉 (京都御池中学)

中嶋 (京都御池中学) 50

22 村上 (田阪ＴＴＣ) 吉原

21 女坂 (京都御池中学)

48

20 相良 (下京中学) 木原 (高野中学) 49

(下京中学) 47

19 濱田 (梅津中学) 水田 (綾部紫遊クラブ)

菊岡 (京都御池中学) 46

18 佐野 (京都御池中学) 根來

17 岡本 (北野中学)

44

16 河原 (壱球倶楽部) 渡辺 (加茂川中学) 45

(壱球倶楽部) 43

15 瓦葺 (グリーンネット) 野尻 (天王山卓球場)

上田 (梅津中学) 42

14 横関 (京都御池中学) 木村

13 本地 (春日丘中学)

40

12 三沢 (北野中学) 前田 (下京中学) 41

(京都御池中学) 39

11 岩﨑 (下京中学) 松原 (加茂川中学)

岩本 (北野中学) 38

10 今江 (洛北中学) 八田

9 松岡 (加茂川中学)

36

8 丸尾 (綾部紫遊クラブ) 小野 (NEX'TAGE) 37

(下京中学) 35

7 津川 (高野中学) 仲島 (春日丘中学)

渡邊 (神川中学) 34

6 岡田 (北野中学) 松居

5 宮原 (黄檗中学)

32

4 内藤 (京都御池中学) 九門 (京都御池中学) 33

(田阪卓研) 31

3 濱口 (綾部紫遊クラブ) 勝俣 (高野中学)

吉井 (綾部紫遊クラブ) 30

2 髙谷 (京都御池中学) 川崎

1 秦 (田阪卓研)



令和元年８月３１日
伏見港公園体育館

男子ダブルス

２０１９年全日本卓球選手権大会京都府予選（カデットの部）

(ｃｌｏｖｅｒ) 福知・大森 (高野中学)

1 大槻 拓・中村 (ＮＥＸ’ＴＡＧＥ) 松島 翔・西面 (田阪卓研) 32

33

3 横井・吉本 (洛星中学) 松田・村田

35

(東宇治中学) 34

2 前田・新井

(洛北中学) 前田・細見 (ＰＰＣ綾部) 36

髙木・永井 (京都御池中学) 市橋・針生 (グリーンネット)4

(壱球倶楽部) 38

6 松本・濱松 (今西ＴＴＳ) 笹岡・岡島 (上桂卓球場)

5 椹木・奥田

37

7 布宮・湯淺 (天王山卓球場) 市川・大塚

39

(壱球倶楽部) 田中 響・吉池 (久御山明伸館) 40

大角・松永 (上桂卓球場) 江口・下村 (洛北中学)8

(シェイクハンド) 42

10 稲見・松田 (神川中学) 上村・飯田 (ＮＥＸ’ＴＡＧＥ)

9 石田・中川

41

11 長崎・栫井 (一条クラブ) 林・谷口

43

(久御山明伸館) 四方・谷川 (綾部紫遊クラブ) 44

宇野・小野 (洛星中学) 中村・吉勝 (春日丘中学)12

(京都御池中学) 46

14 松村・植田 (下京中学) 長江・加藤 (洛星中学)

13 小原・佐野

大槻・小山 (綾部紫遊ク・YHGア
スリートクラブ) 西澤・前川 (上桂卓球場)

45

15 浅田・大槻 (西京味噌いかる) 平本・金井

47

17 山崎・安里 (ＰＰＣ綾部) 園井・北村 (天王山卓球場) 48

中村・久保田 (上桂卓球場) 河合・平松 (洛北中学)

16

18 小原・永末 (西京極中学) 山嵜・牧山 (京都御池中学)

21 田中 奏・余膳 (久御山明伸館) 52

19 浅海・関 (洛星中学) 今泉・西名 (加茂川中学)

20

松岡・浅井 (グリーンネット)

大引・野嶋

49

50

51

23 水戸・松本 (天王山卓球場)

24 臼井・三谷

22 谷下・新宮 (東宇治中学)

繁益・斎藤 (ＮＥＸ’ＴＡＧＥ)

大槻 佑・小野 (ＮＥＸ’ＴＡＧＥ) 55

(洛星中学) 53

山内・日野 (上桂卓球場)

27 山﨑・中野 (上桂卓球場)

芦田・野本 (今西ＴＴＳ)

(グリーンネット)

25 上村・三浦 (黄檗中学)

26

56

大槻・北川

河口・渡邉 (壱球倶楽部) 59

(ｃｌｏｖｅｒ) 57

58大槻・李 智 (高野中学)

28 山口・石川 (ＵＮＩＴＹ)

29 李 強・川久保 (高野中学) 小島・平本 (黄檗中学) 60

30 八橋・片岡 (洛北中学) 谷本・髙木 (西京極中学) 61

31 河原・田中 (壱球倶楽部・シェ
イクハンド) 浦辻・矢吹 （ＹＨＧアスリートクラブ） 62

54



女子ダブルス

秦・森下 (田阪卓研)

令和元年８月３１日
伏見港公園体育館

22

2 九門・中嶋 (京都御池中学) 岡本・乾 (下京中学) 23

1 稲垣・酒井 (田阪卓研)

25

3 足立・土井 (北野中学) 四方・神内 (綾部紫遊クラブ)

加登・栫井 (一条クラブ) 小野・中川 (NEX'TAGE)

24

4 山本・水田 (綾部紫遊クラブ) 坂田・木村 (勧修オールスターズ)

山平・安藤 (西京極中学)

26

6 黒川・荒田 (上桂卓球場) 大槻・大岡
(綾部紫遊ク・
YHGアスリート

クラブ)
27

5

28

8 前田・浅田 (ＰＰＣ綾部) 菊岡・八田 (京都御池中学) 29

7 青木・野本 (今西ＴＴＳ)

31

9 長谷川・佐藤 (勧修オールスターズ) 水島・今江 (洛北中学)

田村・渡邉 (壱球倶楽部) 吉原・村上 (田阪ＴＴＣ)

30

10 黒田・大瀧 (下京中学) 森田・高瀬 (天王山卓球場)

津川・木原 (高野中学)

32

12 吉井・丸尾 (綾部紫遊クラブ) 髙橋・松島 (田阪卓研) 33

11

34

14 大槻・飯田 (NEX'TAGE) 泉・内藤 (京都御池中学) 35

13 村田・福井 (久御山明伸館)

37

15 山田・久留島 (下京中学) 古賀・吉池 (久御山明伸館)

17 宮原・今西
(黄檗中学・
田阪ＴＴＣ)

中家・平川

36

16 瓦葺・中山 (グリーンネット) 増田・一色 (上桂卓球場)

20 勝俣・髙島

(OGURA・TRK)

荒賀・濱口 (綾部紫遊クラブ) 38

18 円・谷津 (壱球倶楽部) 濱田・牟田口

21 坂口・野尻 (天王山卓球場)

(壱球倶楽部) 41

(梅津中学) 39

19 小坂・浅野 (洛北中学) 40

(高野中学) 河原・木村

２０１９年全日本卓球選手権大会京都府予選（カデットの部）


