
ねんりんピック紀の国わかやま　2019

卓球交流会　静岡市選手選考会

主　催　　静　岡　市　卓　球　協　会．

日　時　　2019年5月18日（土）

会　場　　静岡市清見潟体育館

Aブロック

（D＿②③　男子60才・65才・70才　以上

（1－2コート）

I∴楼∴井 �櫻　田 �ー　算　木一 �爵　須 �占 �田 �勝一敗 �i順位 

槙、井 （白縦クラブ） � �安競歩1－諒 �亮一－＼一番 �∴∴∴「 � � �3－0 �／ 

櫻田 （清水ベイ） �才一∴ �＼ �∴一寸 �∴∴ � � �えー－移 �二． 

井木 （清水ラージ） �∵一∴ �∵一∴ �＼ �∴一∴ � � �「∵ �∵ 

高須 （長田卓友会） �㊨一々 �∴一∴ �宗が二、蜜 �＼i � � �／一二 �ぷ 

地 �ー � � � � � � � 

（清水ラージ） � � � � � � � � 

試合順序　2－5　3－4　1－5　2－3　1－4　3－5

1－3　2－4　1－2　4－5

Bブロック

①②③　男子60才・65才・70才　以上

（2－3コート）

＼ �山・本 �服　部 �飯　塚 �土　橋 �牧　野 �勝一敗 �l順位、 
山本 （清水ラージ） � �美し∂ �／一子 �ズーへ一鉢 �∴一∵ �∵一つ �＿　ノ 

服部 （自龍クラブ） �∴一∴ � �美し垂 �∴一言 �∴一∴ �3－1／ �之 

飯塚 （清水ベイ） �∵・ノ∴ �夢配意 �－ �えー蜜 �心事、 ／こ一／／奮 �老一之 �∴ 

土橋 （長田卓友会） �∴「－∴ �ノ・∴ �誇一名 � �÷－「 �／揖 �÷ 

牧　野 �∵一∴ �　　　ヽ一 夕上－i．－ノ � �∴ヽ∴∴‘ �－ �∵・∴ �ノ　＿ キ㌔ 

（清水ラージ） ��：∴　　′、一 � �∴　　∴′i∴ ���）i 

試合順序　2－5　3－4　1－5　2－3　1－4　3－5

1－3　2－4　1－2　4－5



男子決勝リーグ戦（予選リーグ成績は持越し）

（2－3コート）

＼ �（＿i納） �B－l i捗、春） �鯛 �巌論 �儀璃 �綻嶽 �勝一敗 �碩位 

（鮎l �－－ �1 ／－．－ 　′i∴－ �i え∴参 �iI 受ニノ �i う鴎倍、一二溌 ′：∴ �i　∴ 美二∂ �∴‥∴∵ 　′’ �差 

B－1 細＼／奉も �∴∴∴ 十　∴： �＼ �∴一∴ �一美三台 �之的一叩一㊦ �主調垂 �÷ij∴∴∴∴蔦 　「 �／ 

A－2 〔露営沸 �∂一々 �食間1畠 �　＼ �／「去 �予言 �∴∴「 �十一∴ � 

－ �∴一言∴ �十千主∴∴「 亀子∴∴了もi＿i �∴一言 � �宗二一㊨ �曇料金 �∴一∴ �＼ぜ ＼」 

j∵∵ �1㌦＼、雪、 ；∴葺1、ミ一・や∴i÷ �阜」え �1年：∴ �三二二 �∫十㌧ご �　　子 規雪ぎ‘ �舌、 

譲姦 �ク二五 �第一盈 �∴∴∴ �加美 �乏←㊨ � �∴一子 �∴ 

試合鵬1メ2〆3741㌔4享“？〆Tr43霊2之〆6

17宅　2㌢4　5／61－2　3－6　4－5

④⑤⑥　女子60才・65才・70才　以上

（4－5コート）

松　村 �中　野 �華　麗 �海　野 �久保鴫 �佐々木 �古　谷 �勝一敗 �順位 

松村 （静岡クラブ） � �え血縁 �診一・書 �∴一∴ �　i 衣煮え、＝＼1－愛 �うー一食 子＼ �ノ∴「 �i ∴∴ �ヽi 々 

中野 （清水ベイ） �∴一子 �＼ �　ヽ ′i響きご一高＿rl 　乏」， �グー霊 �言一言 �夢中霊 �∵一∴ �÷－∴ �∴ 

遠藤 （草薙クラブ） �∴一∵ �∴∴「 � �十一：〕 �ふ∴∴「 �へ、一子 dタへご二一・一・ �之「梁 �∵一「 �∴ 

海野 （清水ラージ） �ノー二． �　1 －言上虹“、㌫1－ ∴∴ �「1－∴∴ 　：‘ � �∴一∴ �∴一∴ �ふ‘′／－～霧 �：∴ 　∵ �∠∠ ／ 

久保鴫 �ダー烹 �∴ヽ＿∴‥＼ �∴ヽ �　　∵ ジ〕＿〝．∴i �＼ �「、∴：「 �∴∴∴「、 　4㌔＿。／ �∴メ・∵ �争 

（長田卓友会） ��壱了∴　豊が・′／ �∴、‾；∵∴ ∴∴ �∴－∴－∴ を、〇一一 ��宮恥－1　㌧二‾／ 

佐々木 （清水ラージ） �j可∴ �∴子∴ �∵一∴ �毒で三三 �∴ヽ一一∴「 � �∂一之 �∴・言 �† 

古谷 ー（清水ラージ） �J一∴ �言∴∴ �∵一∴ i－ �∵一∴ �∴一： 1 �素一一一ゐ l �＼ �＼＿∴二 本、 �∴ 

試合順序　2－7　3－6　4－5　1－7　2－5　3－4　1－6　5－7　2－3

1－5　4－6　3－7　1－4　　3－5　2－6　1－3　2－4　6－7

1－2　4－7　5－6
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