
令和２年８月４日
各中学校卓球部顧問　様
各登録団体責任者　　様

松山卓球協会　会長　澤田　　茂

選手名 登録団体 順位 選手名 登録団体 順位 選手名 登録団体 順位 選手名 登録団体 順位
渡邊 TTCえひめ 1 武智 内宮 推1 石丸 雄新 1 山藤 港南 推1
島田 小野 2 武田 港南 2 泉 高浜 2 水島 港南 推2
水野 城西 3 大塚洸 港南 推3 佐伯 小野 3 中田 三津浜 3
小山 北条北 3 大塚陽 港南 推3 小川 港南 3 大政 附属 推3
坂本 港南 5 松浦 港南 5 岡田 中島 5 久川 砥部 5
山本 松西中等 5 笹木 雄新 5 清水 内宮 5 二神 北条北 5
上村 道後 5 釣井 北 5 室屋 三津浜 5 田中 砥部 5
鎌田 港南 5 寺島 椿 5 山路 松西中等 5 山下 余土 5
粂野 椿 9 柳田 椿 9 廣瀬 内宮 9 石津 椿 9
緑川 鴨川 9 十川 高浜 9 新谷　愛 砥部 9 友田 三津浜 9
中村 久米 9 村上 椿 9 上甲 雄新 9 水木 砥部 9
上松 三津浜 9 浜本 雄新 9 岡田 松西中等 9 廣瀬 南 9
濱﨑 中島 9 梶原 三津浜 9 松浦 道後 9 浅木 小野 9
藤森 道後 9 横手 港南 9 白石 北条北 9 門田 砥部 9
矢野 雄新 9 岡本 港南 9 森柄 砥部 9 德永 北条北 9
小阪 内宮 9 井上 港南 9 佐伯 高浜 9 藤野 鴨川 9
豊田 桑原 17 德永 三津浜 17 赤坂 鴨川 17 佐伯 久米 17
戸田 重信 17 池田 松西中等 17 松友 雄新 17 松本 三津浜 17
小林 道後 17 中本 北条南 17 西岡 高浜 17 十亀 高浜 17
渡邉 椿 17 大政 雄新 17 池田 三津浜 17 重松 佳 小野 17
宮谷 重信 17 藤倉 久米 17 出来 余土 17 藤井 三津浜 17
竹谷 高浜 17 福原 松西中等 17 佐々木 砥部 17 山川 三津浜 17
山室 済美平成 17 小池 北 17 篠原 北条北 17 出井 南 17
鈴木 南第二 17 福本 北条南 17 越智 西 17 石﨑 高浜 17
野﨑 余土 17 市田 内宮 17 内藤 雄新 17 森本 余土 17
平本 桑原 17 吉田 小野 17 宮川 松西中等 17 山岡 内宮 17
松下 桑原 17 大内 南第二 17 堀川 椿 17 川崎 余土 17
山田 東 17 増田 桑原 17 河野 北条南 17 今廣 三津浜 17
三原 三津浜 17 足利 三津浜 17 大西 砥部 17 近藤 道後 17
曽我 砥部 17 梶原 津田 17 一色 津田 17 梶原 鴨川 17
麓 松前 17 安村 松西中等 17 馬場 西 17 岡村 南 17
橋田 雄新 17 楊井 松西中等 33 木下 雄新 17 山本 三津浜 17
西山 東 33 塩崎望 津田 33 新谷　ゆ 砥部 薦 大西 高浜 17
平 桑原 33 吉岡 三津浜 33 松井 松西中等 薦 桑野 松西中等 17
山下 港南 33 吉岡 津田 33 檜垣 鴨川 薦 中川 道後 17
中村 桑原 33 松田 岡田 33 河野 城西 薦 伊地知 雄新 薦
日野林 内宮 33 毛利 椿 33 武内 砥部 薦 高取 道後 薦
野々宮 三津浜 33 篠原 津田 33 松原 津田 薦 堀川 南 薦
佐々木 鴨川 33 俊成 中島 33 西岡 南 薦 武田 TTCえひめ 薦
公文 西 33 仙波 道後 33 山本 南 薦 康 小野 薦
村上 内宮 33 加藤 桑原 33 古田 内宮 薦 和田　愛 重信 薦
松尾 城西 33 大津 高浜 33 伊井 鴨川 薦 亀岡 雄新 薦
篠原 砥部 33 日野 桑原 33 松江 北条北 薦 青木 小野 薦
林 松前 33 栗田 北 33 白石 砥部 薦 大内　桃 鴨川 薦
大政 雄新 33 稲住 松西中等 33 竹内 砥部 薦 渡部 砥部 薦
安永 西 33 石堂 三津浜 33 宇都宮 鴨川 薦 礒本 北 薦
吉田 余土 33 十亀 桑原 33 藤本 久米 薦 井上 小野 薦
松木 道後 33 松本 港南 33 山口　み 鴨川 薦 山本　葵 南 薦
岡田 港南 33 越智 東 33 山内 雄新 薦
清水 西 33 髙木 南 33 原田 南 薦
山﨑 東 33 鳥山 三津浜 33 神田 余土 薦
松本 城西 33 乗松 松西中等 33
船本 小野 33 若井 鴨川 33
竹下 椿 33 大窪 東 33
城尾 松西中等 33 菊池 内宮 33
西尾 津田 33 吉田 砥部 33
村上 砥部 33 松中 余土 33
金丸 三津浜 33 高橋 久米 33
古島 三津浜 33 髙岡 北 33
稲田 雄新 33 三野 松前 33
髙田 道後 33 新本 高浜 33
井戸 北条南 33 小立 中島 33
田中 道後 33 中村 砥部 33
三好 余土 33 谷岡 鴨川 33

宇都宮 岡田 33
渡部 余土 33

　注
　　○　「推」のついた選手は、諸条件により県大会への推薦出場の資格を持っている選手です。それらの選手を除き、
　　　男子は６４名、女子は３２＋１６名が今回出場資格を得た選手です。
　　　＋αの選手については、大会当日の敗者復活戦で勝った選手等を「協会推薦選手」とし、「薦」で表しています。
　　○　裏面に、登録団体別の一覧を載せていますので、参考にしてください。

　　○　県卓球選手権大会の申込は協会で一括して行います。参加料は５００円です。集金は当日会場で行います。

女子１３歳以下 女子１４歳以下

令和２年度松山卓球選手権大会（カデットの部）の結果について（通知）

男子１３歳以下

　去る８月１・２日（土・日）に開催された標記大会の結果、下表の選手が８月３０日（日）に開催されます、愛媛県卓球選手権大会（カデットの部）
の出場権を獲得されましたのでお知らせします。（裏面に登録団体別一覧）
　なお、学校行事や家庭の事情等で、当日参加できない選手についての連絡は、４日の時点で終了しています。これ以降のご連絡については、当日棄権
扱いとなりますのでご了承ください。（当日の棄権は参加料が必要です。）

男子１４歳以下



令和２年８月４日

松山卓球協会　会長　澤田　　茂

選手名 登録団体 順位 選手名 登録団体 順位 選手名 登録団体 順位 選手名 登録団体 順位
渡邊 TTCえひめ 1 松田 岡田 33 赤坂 鴨川 17 武田 TTCえひめ 薦
緑川 鴨川 9 宇都宮 岡田 33 檜垣 鴨川 薦 藤野 鴨川 9
佐々木 鴨川 33 若井 鴨川 33 伊井 鴨川 薦 梶原 鴨川 17
中村 久米 9 谷岡 鴨川 33 宇都宮 鴨川 薦 大内　桃 鴨川 薦
豊田 桑原 17 藤倉 久米 17 山口　み 鴨川 薦 佐伯 久米 17
平本 桑原 17 高橋 久米 33 藤本 久米 薦 山藤 港南 推1
松下 桑原 17 増田 桑原 17 小川 港南 3 水島 港南 推2
平 桑原 33 加藤 桑原 33 泉 高浜 2 十亀 高浜 17
中村 桑原 33 日野 桑原 33 佐伯 高浜 9 石﨑 高浜 17
坂本 港南 5 十亀 桑原 33 西岡 高浜 17 大西 高浜 17
鎌田 港南 5 武田 港南 2 室屋 三津浜 5 中田 三津浜 3
山下 港南 33 大塚洸 港南 推3 池田 三津浜 17 友田 三津浜 9
岡田 港南 33 大塚陽 港南 推3 佐伯 小野 3 松本 三津浜 17
竹谷 高浜 17 松浦 港南 5 山路 松西中等 5 藤井 三津浜 17
山室 済美平成 17 横手 港南 9 岡田 松西中等 9 山川 三津浜 17
上松 三津浜 9 岡本 港南 9 宮川 松西中等 17 今廣 三津浜 17
三原 三津浜 17 井上 港南 9 松井 松西中等 薦 山本 三津浜 17
野々宮 三津浜 33 松本 港南 33 河野 城西 薦 和田　愛 重信 薦
金丸 三津浜 33 十川 高浜 9 越智 西 17 浅木 小野 9
古島 三津浜 33 大津 高浜 33 馬場 西 17 重松 佳 小野 17
戸田 重信 17 新本 高浜 33 岡田 中島 5 康 小野 薦
宮谷 重信 17 梶原 三津浜 9 一色 津田 17 青木 小野 薦
島田 小野 2 德永 三津浜 17 松原 津田 薦 井上 小野 薦
船本 小野 33 足利 三津浜 17 堀川 椿 17 桑野 松西中等 17
山本 松西中等 5 吉岡 三津浜 33 新谷　愛 砥部 9 石津 椿 9
城尾 松西中等 33 石堂 三津浜 33 森柄 砥部 9 久川 砥部 5
麓 松前 17 鳥山 三津浜 33 佐々木 砥部 17 田中 砥部 5
林 松前 33 吉田 小野 17 大西 砥部 17 水木 砥部 9
水野 城西 3 池田 松西中等 17 新谷　ゆ 砥部 薦 門田 砥部 9
松尾 城西 33 福原 松西中等 17 武内 砥部 薦 渡部 砥部 薦
松本 城西 33 安村 松西中等 17 白石 砥部 薦 近藤 道後 17
公文 西 33 楊井 松西中等 33 竹内 砥部 薦 中川 道後 17
安永 西 33 稲住 松西中等 33 松浦 道後 9 高取 道後 薦
清水 西 33 乗松 松西中等 33 清水 内宮 5 山岡 内宮 17
濱﨑 中島 9 三野 松前 33 廣瀬 内宮 9 廣瀬 南 9
西尾 津田 33 俊成 中島 33 古田 内宮 薦 出井 南 17
粂野 椿 9 小立 中島 33 西岡 南 薦 岡村 南 17
渡邉 椿 17 梶原 津田 17 山本 南 薦 堀川 南 薦
竹下 椿 33 塩崎望 津田 33 河野 北条南 17 山本　葵 南 薦
曽我 砥部 17 吉岡 津田 33 白石 北条北 9 原田 南 薦
篠原 砥部 33 篠原 津田 33 篠原 北条北 17 大政 附属 推3
村上 砥部 33 寺島 椿 5 松江 北条北 薦 礒本 北 薦
山田 東 17 柳田 椿 9 石丸 雄新 1 二神 北条北 5
西山 東 33 村上 椿 9 上甲 雄新 9 德永 北条北 9
山﨑 東 33 毛利 椿 33 松友 雄新 17 伊地知 雄新 薦
上村 道後 5 吉田 砥部 33 内藤 雄新 17 亀岡 雄新 薦
藤森 道後 9 中村 砥部 33 木下 雄新 17 山内 雄新 薦
小林 道後 17 越智 東 33 出来 余土 17 山下 余土 5
松木 道後 33 大窪 東 33 森本 余土 17
髙田 道後 33 仙波 道後 33 川崎 余土 17
田中 道後 33 武智 内宮 推1 神田 余土 薦
小阪 内宮 9 市田 内宮 17
日野林 内宮 33 菊池 内宮 33
村上 内宮 33 髙木 南 33
鈴木 南第二 17 大内 南第二 17
井戸 北条南 33 釣井 北 5
小山 北条北 3 小池 北 17
矢野 雄新 9 栗田 北 33
橋田 雄新 17 髙岡 北 33
大政 雄新 33 中本 北条南 17
稲田 雄新 33 福本 北条南 17
野﨑 余土 17 笹木 雄新 5
吉田 余土 33 浜本 雄新 9
三好 余土 33 大政 雄新 17

松中 余土 33
渡部 余土 33

令和２年度松山卓球選手権大会（カデットの部）の結果　登録団体別一覧

男子１３歳以下 男子１４歳以下 女子１３歳以下 女子１４歳以下


