
第１６回（Ｒ３年度）静岡お祭り卓球大会（高校男子の部）
令和３年６月２７日（日）

会場：静岡東部体育館

高校男子ダブルスの部

1 菅沼・米持 （清水国際） 16 村田・永田 （清水国際）

2 鷲巣・遠藤 （駿河総合） 17 鈴木・杉村 （静岡高）

3 西村・荒井 （静岡高） 18 小島・朝原 （東海大翔洋）

4 渥美・海野 （静岡高）
19 深澤・床並 （清水東）

5 石川・萩原 （清水国際）
2

20 荒木・長岡 （駿河総合）
6 飯倉・福村 （清水西）

21 三鬼・仲川 （静岡高）1

7 中山・磯部 （駿河総合）

8 望月・青嶋 （東海大翔洋）
    2-3

9 鈴木・石橋 （清水東）
22 岩科・小山 （東海大翔洋）

10 石川・杉本 （東海大翔洋）
2

23 前田・井上 （清水国際）

11 谷津・中山 （駿河総合）
1

24 高橋・青島 （静岡高）

12 丸山・鈴木 （静岡高）

13 栗田・黒瀬 （清水国際） 25 大長・千葉 （静岡高）

14 藤浪・村松 （静岡高） 26 西澤・前田 （清水東）

15 岡村・杉浦 （清水東） 27 渡辺・服部 （駿河総合）

準決勝 栗田・黒瀬 （ 清水国際） 3 0 菅沼・米持 　　　（ 清水国際 ）

大長・千葉 （ 静岡高 ） 3 0 村田・永田 　　　（ 清水国際 ）

決　勝

大長・千葉 （ 静岡高 ） 3 2 栗田・黒瀬 　　　（ 清水国際 ）



第１６回（Ｒ３年度）静岡お祭り卓球大会（高校男子の部）
令和３年６月２７日（日）

会場：静岡東部体育館

高校男子シングルスの部

1 大　長 （静岡高） 19 石　川 （東海大翔洋） 37 荒　木 （駿河総合） 55 深　澤 （清水東）

2 渡　辺 （駿河総合） 20 舘　石 （静岡高） 38 福　村 （清水西） 2 2 56 磯　部 （駿河総合）

3 前　田 （清水東） 21 長　田 （静岡大成） 39 矢　島 （静岡高） 57 幾　田 （静岡高）

4 朝比奈 （静岡大成） 40 山　田 （静岡大成）
22 村　田 （清水国際） 58 前　田 （清水国際）

5 小　島 （東海大翔洋） 41 海　野 （静岡高）
23 鷲　巣 （駿河総合） 59 中山青 （駿河総合）

6 池ヶ谷 （静岡高） 42 岩　科 （東海大翔洋）

24 青　島 （静岡高） 60 杉　村 （静岡高）

7 栗　田 （清水国際） 25 三　鬼 （静岡高） 43 黒　瀬 （清水国際） 61 山　口 （静岡大成）

8 飯　倉 （清水西） 26 松　本 （東海大翔洋） 44 松　浦 （清水東） 62 仲　川 （静岡高）

9 鈴木遥 （静岡高） 27 西　澤 （清水東） 45 鈴木陽 （静岡高） 63 浅　原 （東海大翔洋）

     3-2      1-3

10 中山朔 （駿河総合） 28 鈴　木 （静岡大成） 46 杉　本 （東海大翔洋） 64 千　葉 （静岡高）

11 藤　浪 （静岡高） 29 石　川 （清水国際） 47 萩　原 （清水国際） 65 井　上 （清水国際）

12 今　野 （静岡大成） 30 高　橋 （静岡高） 48 荒　井 （静岡高） 66 橋　爪 （静岡大成）

13 床　並 （清水東） 31 鈴　木 （清水東） 49 渥　美 （静岡高） 67 遠　藤 （駿河総合）

14 青　嶋 （東海大翔洋） 32 丸　山 （静岡高） 50 岡　村 （清水東） 68 望　月 （東海大翔洋）

15 金　井 （静岡大成） 33 谷　津 （駿河総合） 51 荒　木 （静岡大成） 69 西　村 （静岡高）
1 1 1

16 永　田 （清水国際） 34 菅　沼 （清水国際） 52 米　持 （清水国際） 70 和　田 （清水国際）

17 村　松 （静岡高） 35 小　山 （東海大翔洋） 53 服　部 （駿河総合） 71 石　橋 （清水東）

18 長　岡 （駿河総合） 36 島　田 （静岡高） 54 大　橋 （静岡高） 72 窪　美 （静岡高）

準決勝 準決勝

　　栗　田 （清水国際） 3 1 　　石　川 　　　　 （東海大翔洋） 　　和　田 （清水国際） 3 1 　　黒　瀬 　　　　 （清水国際）

決勝

　　和　田 （清水国際） 3 2 　　栗　田 　　　　 （清水国際）


