
第47回　川崎市高等学校卓球選手権大会

とき：

ところ： 川崎市宮前スポーツセンター

主催： 川崎卓球協会

後援： 川崎市　　（公財）川崎市スポーツ協会

入賞者

☆ 優勝 準優勝 第3位 第3位

矢部 大内 河野 戸部

(法政二高) (高津高校) (高津) (橘高校)

矢部・土肥 梅田・長谷部 細山田・新堀 石山・眞鍋

(法政二高) (法政二高) (法政二高) (橘高校)

中川 川名 飛田 林

(東生田高校) (橘高校) (東生田高校) (川崎北高校)

中川・飛田 川名・寺澤 月本・有園

(東生田高校) (橘高校) (高津)

ヽ(^。^)ノ　入賞者の皆様おめでとうございます❢

記録の詳細は次のページから

平成29年8月6日

男子シングルス

男子ダブルス

女子シングルス

女子ダブルス －



平成29年度　川崎市高等学校卓球選手権大会

高校男子シングルス (1)

新堀③ （法政二） 38

2 濱① （生田東） 越村①

1 矢部③ （法政二）

40

4 織田① （川崎北） 松岡① （橘） 41

（総合科学） 39

3 遠藤① （住吉） 大島① (麻生)

（市川崎） 43

7 林① （高津） 飛田① （生田東）

藤井② （生田東） 42

6 工藤① (麻生) 岩瀬②

5 関② （麻生総合）

吉川② （高津） 46

10 市川① （生田東） 阿部①

9 近沢② （川崎工科）

44

8 内海① （生田東） 内田② （川崎工科） 45

48

12 姜② （市川崎）  長崎③  （法政二） 49

（麻生総合） 47

11 久保① （県川崎）  嵯峨野①  （川崎北）

（橘） 51

15 我妻① （法政二） 高橋① （高津）

櫻井② (百合丘) 50

14 吉田① （住吉） 山口①

13 小澤② （法政二）

淡田② （生田東） 54

18 長原① （高津） 伊澤②

17 岸本① （橘）

52

16 下村② （総合科学） 萩田① （多摩） 53

56

20 吉田② (麻生) 石井① （住吉） 57

（住吉） 55

19 塚本① （多摩） 長谷部② （法政二）

矢部

（高津） 59

23 城① (百合丘) 藤原① (麻生)

工藤② （川崎工科） 58

22 佐藤① （法政二） 薄田①

21  丑久保①  （市川崎）

藤枝② （橘） 62

26 竹内① （橘） 原①

25 渡邊③ （法政二）

60

24 湯前② （高津） 髙橋② （生田東） 61

64

28 小林② （生田東） 海老沼② （多摩） 65

（法政二） 63

27 森田① （川崎工科） 小野① （県川崎）

(麻生) 67

31 磯部② （総合科学） 松永② （麻生総合）

稲田③ （法政二） 66

30 藤田① （高津） 山本①

29 神井② （住吉）

飯塚② （総合科学） 70

34 和田① （多摩） 新垣①

33 平井② (麻生)

68

32 真鍋① （橘） 坪井① （住吉） 69

72

36 鈴木琉② （生田東） 郡山② （多摩） 73

（生田東） 71

35 松本① （麻生総合） 大山① （川崎北）

河野② （高津） 7437 土肥③ （法政二）

決　勝

3 　－　 2 大内　（高津）矢部　（法政二高）



平成29年度　川崎市高等学校卓球選手権大会

高校男子シングルス (2)

（法政二） 112

76 渡辺① （麻生総合） 荘司① （市川崎）

75 梅田② （法政二） 細山田③

杉本① (麻生) 115

79 大原② （川崎北） 長井②

78 高橋① （生田東）

113

77 石橋① （川崎工科） 若林① （高津） 114

117

81 林① （橘）  池宮城②  （麻生総合） 118

（橘） 116

80 鶴田① （多摩） 阿部② （住吉）

（生田東） 120

84 齋藤① （法政二） 渡辺② （高津）

川上② （総合科学） 119

83  横溝②  （高津） 本多②

82 佐々木① （生田東）

赤塚③ （法政二） 123

87  町田②  （生田東） 半田②

86 橘① （総合科学）

121

85 名越① （高津） 牧口② （多摩） 122

125

89 堤① (麻生) 佐藤① （川崎北） 126

（住吉） 124

88 鈴木② （市川崎） 山川② （生田東）

(百合丘) 128

92  袁①  （県川崎） 渡部① （川崎工科）

板倉① （法政二） 127

91 菅原① （法政二） 隅江①

90 小浜① （幸）

高崎① （多摩） 131

95  熊木①  （麻生総合） 佐子①

94 岡② （法政二）

129

93 山下① （住吉） 中山① （法政二） 130

大内

133

97 君島① （多摩） 堂馬① (百合丘) 134

(麻生) 132

96 中野① （総合科学）  加藤②  （生田東）

（総合科学） 136

100  曽我部①  （住吉）  嶋野②  （生田東）

左雲② （高津） 135

99 長﨑① （生田東） 中村①

98 平野② （高津）

白川② （市川崎） 139

103 鈴木① （多摩） 梯谷②

102  村瀬②  (麻生)

137

101 大堀② （市川崎） 中西① （法政二） 138

141

105 藤本① （生田東） 鯉渕① （住吉） 142

（川崎工科） 140

104  田中①  （川崎工科） 春日井③ （法政二）

（生田東） 144

108  塩田①  (麻生) 山口① （麻生総合）

石山② （橘） 143

107 川野① （住吉） 松浦②

106 鈴木② (百合丘)

藤野① (麻生) 147

111 戸部① （橘） 大内②

110 間宮① （高津）

145

109 上西① （法政二） 小泉① （橘） 146

（高津） 148



平成29年度　川崎市高等学校卓球選手権大会

高校男子ダブルス

34

2 長原①名越① （高津）  塩田①大島①  (麻生) 35

1 戸部①山口① （橘） 梅田②長谷部② （法政二）

（橘） 37

5 飛田①新垣① （生田東）  町田②加藤②  （生田東）

若林①間宮① （高津） 36

4 吉田②藤原① (麻生) 長井②林①

3 上西①佐藤① （法政二）

白川②岩瀬② （市川崎） 40

8 鈴木②大堀② （市川崎） 関②熊木①

7  工藤②田中①  （川崎工科）

38

6 吉田①石井① （住吉） 中西①菅原① （法政二） 39

42

10 藤井②松浦② （生田東） 岡②中山① （法政二） 43

（麻生総合） 41

9 小澤②齋藤① （法政二） 坪井①山下① （住吉）

（川崎工科） 45

13 鯉渕①遠藤① （住吉） 下村②飯塚② （総合科学）

藤枝②松岡① （橘） 44

12 松永②山口① （麻生総合） 近沢②梯谷②

11 磯部②川上② （総合科学）

海老沼②君島① （多摩） 48

16 高橋①薄田① （高津） 佐々木①内海①

15 牧口②萩田① （多摩）

46

14 高橋②淡田② （生田東） 河野②大内② （高津） 47

矢部

土肥

50

18 阿部②半田② （住吉） 稲田③渡邊③ （法政二） 51

（生田東） 49

17 細山田③新堀③ （法政二） 伊澤②神井② （住吉）

（総合科学） 53

21 杉本①工藤① (麻生) 石山②眞鍋① （橘）

林①藤田① （高津） 52

20  濱①嶋野  （生田東） 中村①橘①

19 中野①越村① （総合科学）

堤①佐子① (麻生) 56

24 赤塚③春日井③ （法政二）  池宮城②松本①

23 渡辺②吉川② （高津）

54

22 塚本①鈴木① （多摩）  川野①曽我部①  （住吉） 55

58

26 阿部①渡辺① （麻生総合） 大原②織田① （川崎北） 59

 （麻生総合） 57

25 堂馬①城① (百合丘) 市川①長崎① （生田東）

（高津） 61

29 本多②山川② （生田東） 我妻①原① （法政二）

小野①久保① (県川崎) 60

28  横溝②左雲②  （高津） 平野②湯前②

27 森田①石橋① （川崎工科）

和田①鶴田① （多摩） 64

32 竹内①岸本① （橘）  長崎③板倉①

31  佐藤①嵯峨野①  （川崎北）

62

30  村瀬②平井②  (麻生) 小林②高橋① （生田東） 63

66

内田②渡部① （川崎工科） 67

 （法政二） 65

33 矢部③土肥③ （法政二） 山本①藤野① (麻生)

矢部・土肥　（法政二高） ３　－　１

決　勝

梅田・長谷部　（法政二高）



平成29年度　川崎市高等学校卓球選手権大会

高校女子シングルス

高校女子ダブルス

順位 第1ブロック

第2ブロック

第3ブロック

第4ブロック

中根・平野 （日女）

桑山・菅野 （住吉）

真野・藤原 （幸）

中川・飛田 （東生田）

英・鈴木 （高津）

杉浦・多喜田 （幸）

2 藤原① (幸)

1  松本①  (日女)

長谷川① (日女) 29

木村② （川崎工科） 28

 (大師) 30

4 菅野① (住吉) 飯田③ (幸)

3 荻野① (高津)  黒澤①

山上① (日女) 336 西尾① (日女)

(高津) 34

8 月本② (高津) 堀① (住吉)

7 飛田① （生田東） 鈴木①

31

5 赤堀① (日女) 加藤① (日女) 32

真野① (幸) 37

11 春木② (日女) 中根②

10 田中① （生田東）

35

9 小林由① (日女) 竹村① (日女) 36

39

13 寺澤① (橘) 畑中① （生田東） 40

(日女) 38

12 小林さ① (日女) 渡部② (日女)
中川

42

16 平出② (日女)  木原①  （生田東）

(橘)

 斎藤①  (大師) 45

林① (川崎北) 41

15 星野① (日女) 川名②

14 中川② （生田東）

19 多喜田① (幸) 谷口① (日女) 46

47

18 笠原① (日女)

43

17  内山①  (大師)  永山②  (日女) 44

(日女) 川崎① (日女)

21 桑山① (住吉) 松川③ (幸) 48

20 平野② (日女) 山田① (日女)

(日女) 54

英② (高津) 55

樋口① (日女) 53

(日女) 50

金子① (住吉) 49

書岡①

佐野①

51

 小野寺②  (市川崎) 52

中川 （生田東） ３　－　１ 川名 (橘)

22 岩井① (日女)

23 杉浦② (幸)

27 有園② (高津)

26 押田② (市川崎)

25 藤原① (日女)

24 田口②

2

1

3

3

2

1

3

2

1

中川・飛田

川名・寺澤（橘）　１　－　３　中川・飛田（生田東）

決勝

３位決定戦

月本・有園（高津）　３　－　０　真野・藤原（幸）

田中・畑中 （生田東）

（高津）月本・有園

（住吉）堀・金子

（幸）松川・飯田

（日女）平出・春木

（橘）川名・寺澤

3

2

1

決　勝


