
2020年度 飛騨地区中学生（ｶﾃﾞｯﾄ）卓球大会
飛騨高山ビッグアリーナ

中学１年生以下男子シングルス

1 山腰　有馬 (古川中) 25 山田　高雅

2 沖垣内大河 (松倉中) 26 中ノ瀬陽玄

3 今井　拓虎 (下呂中) 27 田中　万達

4 田中　希羅 (白川郷学園) 28 高比良　叶

5 ｂｙｅ 29 山本幸之進

6 簡　　隼平 (中山中) 30 田中　宥行

7 坂上　佑大 (清見中) 31 青木　琉晟

8 奈須　智大 (中山中) 32 清水　翔太

9 岩腰航之介 (東山中) 33 脇村　　綾

10 青木　凌真 (高山ﾋﾞｰﾄﾙ) 34 田口　聖斗

11 田口　投磨 (下呂中) 35 小林　莞汰

12 奥田　啓人 (松倉中) 36 田中　健心

13 清水　陸翔 (高山ﾋﾞｰﾄﾙ) 37 水上　慧祐

14 記井　翔月 (清見中) 38 丸岡　柊翔

15 伊藤　祐太 (中山中) 39 井田　大志

16 細江　琥山 (下呂中) 40 木下　尋翔

17 伊東　千響 (松倉中) 41 渡邉　志音

18 清水　瑛太 (古川中) 42 清水　悠人

19 細江　一迅 (下呂中) 43 坪根　海人

20 駒屋　　拓 (丹生川小) 44 橘　　悠希

21 荒井　優樹 (松倉中) 45 舩坂　　匠

22 新井　瑛大 (中山中) 46 豊島　穂高

23 大坪　瑶士 (清見中) 47 橋本　　星

24 高橋　佑和 (荘川卓球ク) 48 中垣内　陸



令和2年8月8日

飛騨高山ビッグアリーナ

中学１年生以下男子シングルス

(東山中)

(清見中)

(中山中)

(下呂中)

(荘川卓球ク)

(松倉中)

(萩原北中)

(高山スポ少)

(中山中)

(下呂中)

(松倉中)

(丹生川中)

(丹生川小)

(高山ﾋﾞｰﾄﾙ)

(清見中)

(松倉中)

(荘川卓球ク)

(中山中)

(清見中)

(東山中)

(高山ﾋﾞｰﾄﾙ)

(中山中)

(下呂中)

(久々野中)



2020年度 飛騨地区中学生（ｶﾃﾞｯﾄ）卓球大会
飛騨高山ビッグアリーナ

中学２年生以下男子シングルス

1 大屋　瑛慈 (丹生川中) 43 下垣津　悠

2 橋本　拓海 (松倉中) 44 原　　流星

3 山腰　達寛 (古川中) 45 長瀬　蘭丸

4 水口　龍哉 (国府中) 46 荒井　翔吾

5 打保　凜空 (東山中) 47 北村　徹平

6 清水　掠央 (白川郷学園) 48 森下　蒼太

7 今井　瑛介 (萩原北中) 49

8 高田 元輝 (日枝中) 50 岡山　志御

9 嶋瀬　結也 (東山中) 51 吉本　龍輝

10 藤井　悠太 (中山中) 52 道上　琉要

11 笹洞　亮太 (神岡中) 53 金子　光瑠

12 白尾　一真 (東山中) 54 原田  純也

13 古谷　優虎 (清見中) 55 葡萄原有為

14 中田　琉生 (竹原中) 56 金田　康希

15 長瀬　怜也 (中山中) 57 石上　　玄

16 平岩　侑璃 (丹生川中) 58 江馬城蒼汰

17 中島　庸志 (中山中) 59 中林 　陽

18 櫻井　彩煌 (松倉中) 60 牧野　徹平

19 林　　涼斗 (久々野中) 61 石濱　侑耶

20 森　　太平 (国府中) 62 森前　佳也

21 細江清之助 (下呂中) 63 上田　達夢

22 堀井　勇希 (丹生川中) 64 桑　　陵介

23 重山　元哉 (松倉中) 65 今井　柊斗

24 大豆村　碧 (東山中) 66 矢嶋　　駿

25 小坂　柚輝 (白川郷学園) 67 牧田　大和

26 平田  龍梧 (日枝中) 68 森前　秀太

27 中村　貫人 (中山中) 69 三島　宗鳳

28 澤　　陸斗 (久々野中) 70 永田　智紀

29 石原　優河 (古川中) 71 山下　孜貴

30 齊藤　健吾 (東山中) 72 岩水　健汰

31 吉井　大裕 (清見中) 73 星合　柑太

32 駒屋　大翔 (国府中) 74 垣﨑　柊哉

33 森下　颯太 (松倉中) 75 舛井　 蓮

34 山口  連太 (日枝中) 76 高畠　暖人

35 梅田　玲央 (竹原中) 77 長瀬　誉樹

36 ｂｙｅ 78 林　健太郎

37 見田　凌空 (古川中) 79 若田幸太朗

38 中野　　翔 (松倉中) 80 梶垣　龍樹

39 五十嵐陽飛 (中山中) 81 都竹  祐作

40 坂地　遥稀 (丹生川中) 82 竹林　幹晃

41 石垣　祐弥 (国府中) 83 都竹　龍世

42 向畑　翔陽 (久々野中) 84 梅田　　樹



令和2年8月8日

飛騨高山ビッグアリーナ

中学２年生以下男子シングルス

(丹生川中)

(白川郷学園)

(国府中)

(東山中)

(中山中)
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(松倉中)

(古川中)
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(古川中)
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(国府中)
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(松倉中)
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(中山中)

(国府中)
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(清見中)

(日枝中)
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(中山中)

(竹原中)
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2020年度 飛騨地区中学生（ｶﾃﾞｯﾄ）卓球大会 令和2年8月8日

飛騨高山ビッグアリーナ

中学3年生以下男子シングルス

1 櫻本　大稀 (荘川中) 25 田中　悠太

2 ｂｙｅ 26 鎌谷　琉都

3 甲　 慶汰 (日枝中) 27 大洞　直晃

4 斎藤　恋次 (松倉中) 28 尾崎  翔大

5 山本　寛太 (清見中) 29

6 林　　泰輝 (久々野中) 30 幅野　蓮音

7 小林　大 起 (松倉中) 31 岩井淳之助

8 森下滉一朗 (国府中) 32 老田　怜生

9 中西  優綺 (日枝中) 33 舩坂　 心

10 倉野　大地 (神岡中) 34 田中　優充

11 田中　敦也 (下呂中) 35 青木　都航

12 橋戸  竜生 (日枝中) 36 和田  康汰

13 細江　学竪 (下呂中) 37 砂田健太郎

14 井原  涼輔 (日枝中) 38 森本　拓海

15 丹後　誠人 (中山中) 39 中嶋　恵仁

16 逸見　剛義 (松倉中) 40 大宮　俊保

17 東田　知也 (丹生川中) 41 吉本  昊生

18 熊﨑　楓人 (萩原北中) 42 槇本　翔陽

19 西　　春来 (中山中) 43 下清水　駿

20 西野  基晴 (日枝中) 44

21 森本　優樹 (清見中) 45 川崎聖吏斗

22 清水　　蓮 (松倉中) 46 今井　滉大

23 井ノ上幸祐 (国府中) 47 作倉　康斗

24 松山  将太 (日枝中) 48 水上　慶恭



令和2年8月8日

飛騨高山ビッグアリーナ

中学3年生以下男子シングルス

(中山中)

(松倉中)

(清見中)

(日枝中)

ｂｙｅ

(古川中)

(清見中)

(下呂中)

(日枝中)

(松倉中)

(萩原北中)

(日枝中)

(松倉中)

(中山中)

(日枝中)

(松倉中)

(日枝中)

(東山中)

(萩原南中)

ｂｙｅ

(日枝中)

(下呂中)

(松倉中)

(丹生川中)



2020年度 飛騨地区中学生（ｶﾃﾞｯﾄ）卓球大会
2020年度 飛騨地区中学生（ｶﾃﾞｯﾄ）卓球大会

飛騨高山ビッグアリーナ

中学1年生以下女子シングルス

1 長瀬保奈実 (新宮クラブ) 11 小川　美樹

2 境　めぐみ (中山中) 12 滝本　ひな

3 黄　雪冰洋 (下呂中) 13 小川　明音

4 溝下　　花 (東山中) 14 牧坂　さよ

5 松井　乃璃 (HSC) 15 細江　望来

6 喜代志美七 (中山中) 16 洞口　夏穂

7 清水 ゆりな (丹生川中) 17 菅沼　凛香

8 神田　　結 (清見中) 18 代山望乃果

9 ｂｙｅ 19 谷村　美花

10 上平千帆実 (萩原南中) 20 山口　連花

中学3年生以下女子シングルス

1 伊藤　紗花 (丹生川中) 14 奥田　美佳

2 堅田　結愛 (白川郷学園) 15 鷲塚明日香

3 萩原　叶羽 (中山中) 16 山田さつき

4 坂本　凪紗 (久々野中) 17 山之腰萌香

5 新嶋　心優 (日枝中) 18 野村　和奏

6 大前佳也乃 (東山中) 19 榎　　羽椛

7 舟﨑　悠香 (国府中) 20 堀上　華暖

8 小川　　陽 (萩原南中) 21

9 古瀬　聖連 (丹生川中) 22 阿武依里佳

10 長瀬　綾花 (中山中) 23 中島　綾音

11 道洞佑羽菜 (国府中) 24 �井愛璃紗

12 蒲　　春花 (日枝中) 25 間瀬戸琳加

13 石原　小雪 (松倉中) 26 上手　美憂



令和2年8月8日

飛騨高山ビッグアリーナ

中学1年生以下女子シングルス

(萩原南中)

(新宮クラブ)

(白川郷学園)

(中山中)

(下呂中)

(清見中)

(古川中)

(中山中)

(新宮クラブ)

(丹生川中)

中学3年生以下女子シングルス

(清見中)

(日枝中)

(東山中)

(中山中)

(国府中)

(久々野中)

(中山中)

ｂｙｅ

(白川郷学園)

(日枝中)

(松倉中)

(清見中)

(萩原南中)
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2020年度 飛騨地区中学生（ｶﾃﾞｯﾄ）卓球大会 令和2年8月8日

飛騨高山ビッグアリーナ

中学2年生以下女子シングルス

1 清水　香帆 (久々野中) 37 桂川　　響

2 青山 あかり (松倉中) 38 内方　更紗

3 下嶋菜々美 (国府中) 39 中井 乙葉

4 瀧口璃利子 (東山中) 40 森下　　葉

5 奥田　愛璃 (下呂中) 41 原　　心優

6 長谷川優月 (東山中) 42 髙橋　　碧

7 小池　桃羽 (日枝中) 43 和田由衣菜

8 石垣　心音 (松倉中) 44 佐藤木乃香

9 谷村  美咲 (中山中) 45 熊﨑　紫瑛

10 谷端　　彩 (古川中) 46 柚原　蒼依

11 曽根原　唯 (松倉中) 47 野尻　夕珠

12 川元  美夏 (中山中) 48 砂田　琉花

13 三木　絢菜 (東山中) 49 山田千穂美

14 森本　紗代 (松倉中) 50 野村　つかさ

15 志洞   渚 (中山中) 51 坂脇　杏奈

16 下洞　悠月 (清見中) 52 栂野  妃菜

17 ｂｙｅ 53 西 　胡美

18 田中　来果 (萩原南中) 54 上見 　遙

19 小田  　希 (萩原北中) 55 藤本　佑梨

20 牧野　千寛 (東山中) 56

21 高橋　芽吹 (松倉中) 57 田町　　彩

22 上野　智加 (萩原南中) 58 池田菜々海

23 上木　明里 (国府中) 59 梶原 真凛

24 池田　華奈 (東山中) 60 岩島　怜未

25 田口  花奈 (中山中) 61 宗亭  美咲

26 細江　天音 (竹原中) 62 前澤　結奏

27 丸岡　愛佳 (日枝中) 63 岩花　咲良

28 川合万由子 (下呂中) 64 江黒　樹里

29 川尻 琴香 (中山中) 65 森下  祐衣

30 宮本　　心 (日枝中) 66 水野　新菜

31 清水　沙愛 (東山中) 67 畑尻美代子

32 都竹　美姫 (松倉中) 68 松井　遥海

33 長瀬  陽香 (中山中) 69 中丸いろ葉

34 原　なずな (古川中) 70 井下　楓菜

35 三島　理緒 (東山中) 71 木下　咲和

36 下鍛治瑠梨 (丹生川中) 72 中村　聡里



令和2年8月8日

飛騨高山ビッグアリーナ

(竹原中)

(丹生川中)

(中山中)

(国府中)

(東山中)

(白川郷学園)

(東山中)

(中山中)

(萩原北中)

(丹生川中)

(東山中)

(松倉中)

(日枝中)

(古川中)

(萩原南中)

(中山中)

(下呂中)

(東山中)

(清見中)

ｂｙｅ

(東山中)

(下呂中)

(中山中)

(東山中)

(中山中)

(国府中)

(松倉中)

(日枝中)

(中山中)

(松倉中)

(東山中)

(国府中)

(東山中)

(日枝中)

(白川郷学園)

(萩原南中)


