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【令和元年度】 

◆年間のスケジュール（公式戦など） 

① ４月２７日・２８日   総体予選（３年の引退試合）団体・Ｓ・Ｗ ＠中ＳＣ 

 ☆５月１８・１９・２５日 総体県大会 ＠常滑市体育館など 

② ６月８日        国体名南予選 Ｓのみ ＠稲永ＳＣ 

 ☆６月２９日       国体予選県大会 ＠名東ＳＣ 

③ ８月１・２日      名南選手権 団体・Ｓ・Ｗ ＠稲永ＳＣ 

④ １０月２６日      新人体育大会名南予選 団体のみ ＠天白ＳＣ 

 ☆１１月２３・２４日   県新人体育大会 ＠名東ＳＣなど 

    ⇒これらが４大大会（☆は県大会）。県大会出場を目指しています！ 

 

 

◆その他 

愛知県卓球協会主催の新人戦（およそ２ヶ月に一度） 

Ex) ５月３・４日   春季新人大会（北ＳＣ） 

  ７月２５・２６日 夏季新人大会（緑ＳＣ） など 

各市町村の卓球大会（春と秋の日進市の大会など） 

中部日本選手権 など 

 

 

 

◆主な大会での成績 

◇令和元年度冬季新人卓球大会（愛知県卓球協会主催） 

（令和元年１２月１４日・１５日中村スポーツセンター・天白スポーツセンター） 

＜男子＞ シングルス Kブロック優勝 長谷川 敦生 

 

 

 

 

 

 

◇令和元年度愛知県高等学校新人体育大会 卓球競技愛知県予選会 

（令和元年１１月２３日 名東スポーツセンター） 

＜女子＞ 団体１回戦敗退 １回戦 対半田商業   （０－３） 

       ⇒シード校にあたり、県大会は残念ながら初戦で敗退となりました。この経験を活 

かし、県大会でも勝てるチームになれるよう顧問も含め精進していきます。 

 

卓 球 部 



◇令和元年度愛知県高等学校新人体育大会 卓球競技名南支部予選会 

（令和元年１０月２６日 天白スポーツセンター） 

＜男子＞ 団体２回戦敗退 １回戦 対名南工業   （３－１） 

    ２回戦 対熱田     （０－３） 

＜女子＞ 団体第５位！  １回戦 対中京大中京  （３－０） 

２回戦 対緑      （３－２） 

３回線 対向陽     （２－３） 

順位決定１回戦 対豊明 （３－０） 

順位決定２回戦 対東郷 （３－０）⇒ 県大会出場！ 

 

⇒女子は５位通過ではありますが、総体予選では手の届かなかった

県大会に出場することができました！男子はシード校とあたり、残

念ながら勝ち上がることはできませんでした。しかし、少しずつで

はありますが、秋季新人や冬季新人でブロック優勝のような輝かしい結果も残すことができるように

なってきました。男女共に、着実に結果が残せるチームになってきたと感じております。 

 

◇令和元年度秋季新人卓球大会（愛知県卓球協会主催） 

（令和元年８月２４日・２５日千種スポーツセンター） 

＜男子＞ シングルス Mブロック優勝 尾崎 京介 

       ダブルス  Aブロック優勝 赤尾・尾崎ペア 

 

◇令和元年度名南支部卓球選手権大会 

（令和元年８月１日・２日稲永スポーツセンター） 

＜男子＞ シングルス ベスト３２ 尾崎 京介 

       団体 ベスト８ 

           １回戦 対惟信    （３－１） 

           ２回戦 対日進    （３－１） 

           ３回戦 対名古屋工業 （０－３） 

＜女子＞ シングルス ベスト８  石川 春華 

           ベスト１６ 田添 珠梨 

       団体 ２回戦敗退 

      １回戦 対若宮    （３－０） 

           ２回戦 対桜台    （１－３） 

 

 

◇令和元年度 国民体育大会卓球競技 名南支部予選会 

（令和元年６月８日 稲永スポーツセンター） 

＜男子＞ シングルス ４回戦敗退 尾崎 京介  筒井 天斗  牧 聖也  

＜女子＞ シングルス ベスト１６ 田添 珠梨  ※県大会出場 

     女子シングルス梶谷が順位決定戦にまわりましたが、惜しくも県大会に届かず…。 

 



◇平成３１年度愛知県高等学校総合体育大会 卓球競技名南支部予選会 

（平成３１年４月２７日・２８日 中スポーツセンター） 

＜男子＞ 団体３回戦敗退  

        ２回戦 対あいちビジネス （３－０） 

        ３回戦 対星城      （０－３） 

＜女子＞ 団体２回戦敗退  

        ２回戦 対若宮      （０－３） 

     ダブルス坂部・村中ペアが順位決定戦にまわりましたが、惜しくも県大会に届かず…。 

 

【平成 30年度】 

 ◆主な大会での成績 

◇平成３０年度名南支部卓球選手権大会 

（平成３０年８月２７日・２８日枇杷島スポーツセンター） 

＜男子＞ シングルス ４回戦敗退 牧 聖也 

       団体 ３回戦敗退 

           ２回戦 対昭和    （３－０） 

           ３回戦 対名古屋大谷 （０－３） 

＜女子＞ シングルス ベスト３２ 坂部 瑶弥  村中 結 

     ダブルス  ベスト８  坂部・村中ペア 

       団体 ２回戦敗退 

      ２回戦 対瑞陵 （２－３） 

              

◇第８３回愛知県高等学校卓球リーグ      （平成３０年８月２２日 碧南市臨海体育館） 

 ＜女子＞ 団体６部出場 第５位 

 

◇平成３０年度 国民体育大会卓球競技 名南支部予選会 

（平成３０年６月９日 露橋スポーツセンター） 

＜男子＞ シングルス 4回戦敗退 牧 聖也  

＜女子＞ シングルス ベスト１６ 坂部 瑶弥  村中 結  ※県大会出場 

 

◇平成３０年度愛知県高等学校総合体育大会 卓球競技愛知県予選会 

（平成３０年５月１９日 豊川市総合体育館） 

＜女子＞ 団体１回戦敗退 １回戦 対栄徳 （０－３） 

 

◇平成３０年度愛知県高等学校総合体育大会 卓球競技名南支部予選会 

（平成３０年４月２８日・２９日 中村スポーツセンター・名古屋市体育館） 

＜男子＞ 団体１回戦敗退 １回戦 対東海学園 （２－３） 

＜女子＞ 団体第３位！  ２回戦 対瑞陵 （３－１） 

             ３回戦 対桜台 （３－０） 

               準決勝 愛み大瑞穂 （０－３）⇒ 県大会出場！ 

               順位決定１回戦 対向陽 （０－３） 



【平成 29年度】 

 ◆主な大会での成績 

◇平成２９年度名南支部卓球選手権大会（平成２９年８月２日・３日 名東スポーツセンター） 

＜男子＞ シングルス ３回戦敗退 柴田 弦、中村 翔活、新垣 和大、金子 凌大 

                 石原 健太郎 

       団体 ３回戦 敗退 

          ２回戦 対惟信 （３－２） 

          ３回戦 対向陽 （０－３） 

＜女子＞ シングルス ４回戦敗退 片山 小由紀 

       ダブルス  ３回戦敗退 片山・野満ペア 

       団体 準々決勝敗退 

 ２回戦 対桜花学園 （３－０） 

             準々決勝 対桜台 （２－３） 

 

◇平成２９年度 国民体育大会卓球競技 名南支部予選会 

（平成２９年６月１０日 天白スポーツセンター） 

＜男子＞ シングルス ６４位 柴田 弦  井田 洸暉  

＜女子＞ シングルス ベスト１６ 片山 小由紀 ※県大会出場 

            第１７位 坂部 瑶弥  ※県大会出場 

    ⇒片山は順当に勝ち上がり県大会出場を獲得！坂部は順位決定戦にまわり、まさかの日進

西同士の戦い（対 村中）となりました。実力を感じることができたこの大会、新チー

ムの滑り出しとしては上々の出来だったのではないでしょうか。２７日の県一次予選で

の活躍に期待！そして、夏の間に多くの実戦経験を積んで、秋の新人戦で団体アベック

県大会を実現しましょう！ 

 

◇平成２９年度愛知県高等学校総合体育大会 卓球競技愛知県予選会 

（平成２９年５月２０日 岡崎中央総合公園体育館） 

＜女子＞ 団体１回戦敗退 １回戦 対修文女子 （０－３） 

       ⇒シード校にあたり、県大会は残念ながら初戦で敗退となりました。結果的に相

手は東海大会へ出場となった強豪でしたが、西高の持ち味のチーム力を発揮し

た力強い応援は、次年度につながる大きな１試合だったと思います。 

 

◇平成２９年度愛知県高等学校総合体育大会 卓球競技名南支部予選会 

（平成２９年４月２９日・３０日 昭和スポーツセンター・中村スポーツセンタ－） 

＜男子＞ 団体２回戦敗退 ２回戦 対名南工業 （１－３） 

＜女子＞ 団体第５位！  ２回戦 対桜花学園 （３－１） 

             ３回戦 対名経大高蔵 （０－３） 

                順位決定１回戦 対緑 （３－２） 

                順位決定２回戦 対東郷 （３－２）⇒ 県大会出場！ 

 

 



【平成 28年度】 

◆主な大会での成績 

◇平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会 卓球競技愛知県予選会 

（平成２８年１１月１９日 名古屋市体育館） 

＜女子＞ 団体２回戦敗退 １回戦 愛知淑徳 （３－２）愛知県ベスト１６進出！ 

               ２回戦 修文女子 （０－３）⇒ 愛知県第９位！ 

◇平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会 卓球競技名南支部予選会 

（平成２８年１０月２９日 稲永スポーツセンター） 

＜男子＞ 団体２回戦敗退 １回戦 対中村 （３－１） 

             ２回戦 対緑 （０－３） 

＜女子＞ 団体第３位！  １回戦 対桜花学園 （３－１） 

           ２回戦 対名古屋南 （３－１） 

           ３回戦 対瑞陵 （３－１） 

           準決勝 対愛み大瑞穂 （０－３）⇒ 県大会出場 

◇平成２８年度名南支部卓球選手権大会（平成２８年７月２８日・２９日 緑スポーツセンター） 

＜男子＞ シングルス ４回戦敗退 柴田 弦 

       団体 ３回戦 敗退 

          ２回戦 対豊明 （３－２） 

          ３回戦 対向陽 （０－３） 

＜女子＞ シングルス ３位 河田 結衣  片山 小由紀 

       ダブルス  ３位 河田・安藤ペア  片山・野満ペア 

       団体準優勝 １回戦 対名古屋南 （３－１） 

             ２回戦 対松蔭 （３－０） 

             準決勝 対瑞陵 （３－１） 

             決 勝 対向陽 （０－３） 


