
平成26年度国民体育大会愛媛県一次選考会（少年の部）

平成２６年5月10日

松山市総合コミュニティセンター体育館
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※前年度国体選手および予備登録選手であり、県卓球協会より二次予選会に特別推薦される選手

篠原淳太（松山商業）、塩入拓磨（松山北、亀川　聖（松山北））、松田貴紀（松山北）

(松山商業) 85

43 片上 (今治西高)

内山 (三﨑高校) 84

42 大脇 (松山商業) 松浦

41 笹本 (勝山中)

40 湊 (今治工業高) 川東 (勝山中) 83

39 平岡 (新田高校) 高智 (久米中) 82

小田 (新田高校) 80

38 松田 (松山北高) 高山

37 ｂｙｅ

(美川中) 81

36 香川 (三津浜中) ｂｙｅ 79

35 渡邊 (今治大三島) 長野 (今治工業高) 78

河内 (帝京第五高校) 76

34 重川 (松前中) 萩尾

33 松崎 (松山東)

(新居浜東高) 77

32 亀川樹 (松山北高) 正岡 (今治西中) 75

31 正岡 (今治南高) 尾脇 (松山北高) 74

福積 (新田高校) 72

30 横尾 (松山商業) 大窪

29 松本 (菊間中)

(松山商業) 73

28 ｂｙｅ 千葉 (新居浜工業高) 71

27 中谷 (新田高校) 真鍋 (新居浜東高) 70

26 藤田 (新居浜工業高) 出海 (松前中) 69

25 山内 (余土中) 三宗 (日吉中) 68

別府 (新田高校) 66

24 谷本 (新居浜東高) 吾藤 (今治大三島) 67

22 三上 (新田高校) 伊東 (今治南高) 65

(宇和島東高) 63

21 三野 (松山商業) 瀬野 (今治明徳) 64

61

19 杉野 (今治西高)
武
田

（
港
南
中

）

高木 (今治北高) 60

18 松原 (松山北高)

17 船戸 (帝京第五高校)

中嶋 (新田高校) 62

58

16 小池 (今治大三島) 野々宮 (新田高校) 59

15 杉野 (新田高校) 藤本 (菊間中)

都
築

（
今
治
北

）
23 笠松 (帝京第五高校)

友近 (道後中)

20 織田 (立花中) 平岡

別宮 (今治工業高) 56

14 堀本 (今治工業高) 山中

13 山下 (松前中)

(新居浜東高) 57

12 酒井 (新居浜東高) 大西 (松山商業) 55

11 中川 (帝京第五高校) 橋田 (今治南高) 54

重本 (三﨑高校) 52

10 ｂｙｅ 持田

9 木村 (日吉中)

(松前中) 53

8 田中 (吉田高校) 森本 (帝京第五高校) 51

7 ｂｙｅ ｂｙｅ 50

坂口 (松山北高) 48

6 大本 (今治明徳) 渡邊

5 竹内 (松前中)

(今治西高) 49

4 橋田 (今治南高) 清水 (新田高校) 47

3 寶榮 (三﨑高校) 天野 (日吉中) 46

武田 (港南中) 44

2 下岡 (新田高校) 森田

1 都築 (今治北高)

(三津浜中) 45
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(新田高校) 169

矢野 (松山北高) 170

福井 (勝山中) 168

127 渡辺 (今治西中) 大原

126 中村 (新田高校)

125 山本 (美川中) 峯本 (三﨑高校) 167

124 加瀬 (帝京第五高校) 藤本 (今治工業高) 166

ｂｙｅ 164

123 藤原 (今治大三島) 吉井

122 野口 (新居浜東高)

(今治西高) 165

121 ｂｙｅ 河之内 (松前中) 163

120 堀内 (松山北高) 小寺 (新居浜東高) 162

猪野 (松山商業) 160

119 矢野 (日吉中)

118 廣田 (菊間中)

ｂｙｅ 161

117 山本 (松山商業) 長谷川 (新田高校) 159

116 山中 (新居浜工業高) 梅木 (松山北高) 158

阿部 (今治南高) 156

115 中野 (今治西高) 兵頭

114 真砂 (吉田高校)

(立花中) 157

113 岡山 (新田高校) 鄭 (日吉中) 155

112 田村 (三津浜中) 井上 (久米中) 154

111 向井 (松前中) 山田 (三津浜中) 153

110 武智 (新田高校) 佐々木 (松山商業) 152

山下 (帝京第五高校) 150

109 佐々木 (新居浜東高) 立花 (今治大三島) 151

107 本宮 (今治南高) 高下 (松山商業) 149

(新居浜東高) 147

106 吉森 (三﨑高校) 武田 (今治明徳) 148

145

104 水ノ江 (今治南高)
矢
野

（
松
山
北

）

森田 (余土中) 144

103 竹本 (新田高校)

102 関家 (松前中)

宮崎 (松前中) 146

142

101 新見 (帝京第五高校) ｂｙｅ 143

100 武田 (ＳＣ松山アカデミー) 村上 (今治西高)

河
野

（
松
山
商

）
108 有光 (今治工業高)

松田 (新田高校)

105 荒川 (今治工業高) 芝山

橋本 (新田高校) 140

99 竹田 (松山北高) 河野

98 近藤 (３Sフォレスト)

(北郷中) 141

97 菊川 (今治西高) 秋山 (今治南高) 139

96 氏川 (新田高校) 山口 (宇和島東高) 138

松本 (新居浜東高) 136

95 平岡 (松山北高) 高田

94 続木 (新居浜東高)

(新田高校) 137

93 吉本 (今治大三島) 高市 (松山北高) 135

92 ｂｙｅ ｂｙｅ 134

山田 (今治大三島) 132

91 南條 (日吉中) 中尾

90 白石 (今治北高)

(帝京第五高校) 133

89 菅野 (勝山中) 阿部 (三﨑高校) 131

88 小野 (新居浜工業高) 山元 (新居浜工業高) 130

菅 (今治北高) 128

87 神野 (新田高校) 日下

86 河野 (松山商業)

(三津浜中) 129
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