平成 31 年度
日時、会場：平成３１年４月２０日
沼尻・中山組

４回戦敗退

原・小森組

４回戦敗退

鈴木・増山組

３回戦敗退

福山・刈屋組

３回戦敗退

松田・宮地組

３回戦敗退

於

関東大会予選ダブルス結果

エスフォルタアリーナ八王子、多摩工業高校

立本・長谷川組 ２回戦敗退
石﨑・島村組

２回戦敗退

沼尻・中山組

３回戦篠崎高校 松居・井上組に３-０ ４回戦宝仙学園 松村・西村組に２－３

原・小森組

２回戦小岩高校 石﨑・相川組に３－０ ３回戦本郷高校 地引・河合組に３－０
４回戦早稲田実業高校 齋藤・角田組に１－３

鈴木・増山組

２回戦調布北 大貫・遠部組に不戦勝 ３回戦西高校 三島・大槻組に０－３

福山・刈屋組

２回戦小平 堀田・山岸組に３－０ ３回戦拓大一高校 木村・田島組に２－３

松田・宮地組

２回戦暁星高校 江田・山田組に３－０ ３回戦足立学園 依田・成瀬組に０－３

立本・長谷川組 ２回戦世田谷学園 高山・来住野組に０－３
石﨑・島村組

２回戦蒲田高校 田邊・篠原組に０－３

平成 31 年度
日時、会場：平成３１年４月２８日(日)

関東大会予選シングルス結果

於 駒沢屋内球技場(男子シングルス)、駒沢体育館(女子シングルス)、

武蔵野の森総合スポーツプラザ
小森(１年) ３回戦敗退
宮地(１年) ３回戦敗退
石﨑(２年) ２回戦敗退
小森 ２回戦狛江 下平に３－０ ３回戦都市大付属 大西優に１－３
宮地 ２回戦城西大城西 大越に３－２ ３回戦筑波大駒場 樋口に２－３
石﨑 １回戦淵江 杉村棄権 ２回戦日野台 東間に０－３

加藤(１年) 第４位←令和元年５月３１日から６月２日の埼玉県深谷市総合体育館にて行われる
関東高等学校卓球大会に出場します。
日時、会場：平成３１年４月２８日(日)
松田(２年)

４回戦敗退

立本(２年)

３回戦敗退

於

武蔵野の森総合スポーツプラザ

鈴木郁(１年) ２回戦敗退
密谷(１年)

２回戦敗退

松田

１回戦東京成徳 工藤に３－２ ２回戦工学院大附 小橋に３－０ ３回戦

立本

２回戦大成 清水勇に３－１ ３回戦日比谷 佐野に０－３

鈴木郁 ２回戦上水 横田に１－３
密谷

１回戦深川 髙嶋に３－０ ２回戦大成 古川に２－３

平成 31 年度
日時、会場：平成３１年４月２９日(月)

於

関東大会予選シングルス結果
日野市民の森ふれあいホール

中山(３年) ４回戦敗退
刈屋(１年) ４回戦敗退
鈴木(３年) ３回戦敗退
福山(３年) ２回戦敗退
中山 ２回戦都立昭和 岡野屋に３－１ ３回戦立教池袋 平野に３－０ ４回戦上水 箕浦に１－３
鈴木 ２回戦開成 佐藤楓に３－０ ３回戦立川 中村に０－３
福山 １回戦かえつ有明 赤沼棄権 ２回戦広尾 鈴木に０－３
刈屋 １回戦獨協 長島に３－０ ２回戦安田学園 塚崎に３－１ ３回戦創価 小澤に３－０
４回戦東京成徳 日向野に０－３
日時、会場：平成３１年４月２８日(日)
沼尻(３年)

５回戦敗退

増山(３年)

４回戦敗退

原(２年)

６回戦敗退

長谷川(２年) ２回戦敗退

於

武蔵野の森総合スポーツプラザ

令和元年度
日時、会場：令和元年５月４日(土)

於

関東大会予選学校対抗結果

日野市民の森ふれあいホール

１回戦敗退 日本工大駒場 ２－３ 宝仙学園

令和元年度
日時、会場：令和元年５月５日(土)

於

インターハイ予選女子シングルス結果
日野市民の森ふれあいホール

加藤(１年) 予選リーグを通過し、令和元年５月２６日(日)の武蔵野高校で行われる決勝リーグに進出

令和元年度
日時、会場：令和元年５月６日(土)

於

インターハイ予選男子ダブルス結果
明大明治高校

福山(３年)・刈屋(１年)組 ４回戦敗退
石﨑(２年)・島村(２年)組 ２回戦敗退
福山・刈屋組 ２回戦錦城 豊田・秋元組に３－１

３回戦小川 福原・真喜志組に３－２

４回戦麻布 小林・長澤組に２－３
石﨑・島村組 １回戦小岩 山田・小山内組に３－０ ２回戦日大豊山 朝倉・澤地組に０－３

令和元年度
日時、会場：令和元年５月１２日(土)

インターハイ予選男子シングルス結果
於 明大明治高校

沼尻(３年) ３回戦敗退
福山(３年) ２回戦敗退
増山(２年) ２回戦敗退
沼尻 ２回戦福生高校 杉田に３－０ ３回戦東海大高輪台 上原に１－３
福山 １回戦青稜高校 横谷棄権 ２回戦昭和第一学園 山口に０－３
増山 ２回戦南平高校 小栁に２－３

令和元年度
日時、会場：令和元年５月１８日(土)
原(２年)

インターハイ予選男子シングルス結果
於 多摩工業高校

４回戦敗退

長谷川(２年) ３回戦敗退
久保田(１年) ３回戦敗退
原

２回戦棄権 ３回戦都立昭和 新川に３－０ ４回戦片倉高校 八城に１－３

長谷川 ２回戦東京朝鮮高校 李に３－２ ３回戦八王子実践 片平に１－３
久保田 １回戦南平高校 三登に３－０ ２回戦深川高校 髙橋が棄権 ３回戦多摩工業高校 鴨川に０－３

令和元年度
日時、会場：令和元年５月１８日(土)

インターハイ予選男子シングルス結果
於 駒沢体育館

密谷(１年) ５回戦敗退
中山(２年) ３回戦敗退
鈴木(２年) ３回戦敗退
刈屋(１年) ２回戦敗退
石﨑(２年) ２回戦敗退
島村(２年) １回戦敗退
密谷 ２回戦棄権 ３回戦都立昭和 新川に３－０ ４回戦片倉高校 八城に１－３
中山 ２回戦東京朝鮮高校 李に３－２ ３回戦八王子実践 片平に１－３
鈴木 １回戦南平高校 三登に３－０ ２回戦深川高校 髙橋が棄権 ３回戦多摩工業高校 鴨川に０－３
石﨑 ２回戦井草 山本に３－１ ３回戦明大八王子 笹島に０－３
刈屋 １回戦淑徳巣鴨 安藤に３－０ ２回戦朋優学院 小口に０－３
島村 １回戦昭和鉄道 渡部に０－３

令和元年度
日時、会場：令和元年５月１９日(日)

インターハイ予選男子シングルス結果
於 安田学園高校

小森(１年) ４回戦敗退
田中(１年) ３回戦敗退
杉山(１年) １回戦敗退
小森 １回戦八王子北 冨田に３－０ ２回戦芝浦工大附 橘川が棄権 ３回戦昭和第一学園 加賀に３－１
４回戦東海大菅生 水藤に０－３

田中 ２回戦墨田川 高崎に３－０ ３回戦片倉 桑原に０－３
杉山 １回戦駒場東邦 阿形に１－３

令和元年度
日時、会場：令和元年５月２６日(日)

インターハイ予選女子シングルス結果

加藤(１年)

於 武蔵野高校

決勝リーグ６勝１敗で優勝→８月１５日～８月２０日鹿児島県鹿児島市鹿児島アリーナにて行わ

れる全国高等学校卓球選手権大会の出場が決定しました。
加藤 ３－１ 海保(武蔵野)
加藤 ３－２ 花井(武蔵野)
加藤 ２－３ 加賀美(武蔵野)
加藤 ３－０ 吉田(武蔵野)
加藤 ３－１ 手島(武蔵野)
加藤 ３－０ 菅澤(武蔵野)
加藤 ３－０ 日浦(二階堂)

令和元年度

関東高等学校卓球大会

日時、会場：令和元年５月３１日(金)～６月２日(日)

於

深谷市総合体育館

加藤(１年) ４回戦敗退←関東大会ベスト１６
２回戦 加藤 ３－２ 沼野(正智深谷 埼玉)
３回戦 加藤 ３－０ 下鳥(前橋商業 群馬)
４回戦 加藤 ０－３ 出澤(大成女子 茨城)

令和元年度
日時、会場：令和元年６月８日(土)

於

インターハイ予選(学校対抗)結果
駒沢体育館

日本工大駒場 ２－３ 三田高校で４回戦敗退
１回戦 日本工大駒場 ３－２ 攻玉社
２回戦 日本工大駒場 ３－２ 田園調布
３回戦 日本工大駒場 ３－１ 日野台
４回戦 日本工大駒場 ２－３ 三田

令和元年度
日時、会場：令和元年６月９日(日)

於

夏季大会兼国体予選会結果

柴崎市民体育館

加藤(１年) 予選トーナメントを通過し、６月１６日(日)、武蔵野高校で行われる決勝リーグに進出
４回戦 加藤 ３－０ 山崎(早稲田実業)
５回戦 加藤 ３－０ 大谷(日体大桜華)
６回戦 加藤 ３－１ 千島(明大八王子)
７回戦 加藤 ３－１ 甲斐(跡見)

令和元年度
日時、会場：令和元年６月１６日(日)

夏季大会兼国体予選決勝リーグ

於 武蔵野高校

加藤(１年) 決勝リーグ ４勝３敗で５位
加藤 ０－３ 海保(武蔵野)
加藤 ２－３ 花井(武蔵野)
加藤 １－３ 加賀美(武蔵野)
加藤 ３－１ 田中(武蔵野)
加藤 ３－１ 兒嶋(武蔵野)
加藤 ３－２ 松本(東村山ジュニア)
加藤 ３－１ 日浦(二階堂)

令和元年度
日時、会場：令和元年７月２３日(火)

東京都高等学校地区別卓球大会

於 葛飾区総合スポーツセンター

日本工大駒場 A 南地区 第３位
日本工大駒場 B 3 回戦敗退
日本工大駒場 C 3 回戦敗退
日本工大駒場 D 2 回戦敗退
１回戦 日本工大駒場 D 蒲田が棄権
２回戦 日本工大駒場 D ０－３ 太田桜台 A
２回戦 日本工大駒場 C ３－０ 高輪 A
３回戦 日本工大駒場 C ０－３ 太田桜台 B

２回戦 日本工大駒場 B ３－０ 麻布 D
３回戦 日本工大駒場 B ０－３ 太田桜台 C
２回戦 日本工大駒場 A ３－０ 東洋
３回戦 日本工大駒場 A ３－１ 攻玉社 A
４回戦 日本工大駒場 A ３－２ 太田桜台 D
５回戦 日本工大駒場 A ３－２ 三田
６回戦 日本工大駒場 A ０－３ 太田桜台 A

高校卓球部練習試合結果
日時、会場：令和元年８月３日(土)

於

都立科学技術高校

日本工大駒場 A ３－２ 科学技術 A
日本工大駒場 B ３－０ 科学技術 B
日本工大駒場 A ３－０ 科学技術 B
日本工大駒場 B ３－０ 科学技術 A

令和元年度

東京私立中学・高等学校卓球選手権大会結果

日時、会場：令和元年８月６日、７日

於 武蔵野の森総合スポーツプラザ

8 月 6 日 高校女子シングルス、高校男子シングルス
高校女子シングルス
加藤(１年) 第３位
高校男子シングルス
松田（２年)

６回戦敗退

原(２年)

５回戦敗退

宮地(１年) ４回戦敗退

立本(２年)

５回戦敗退

伊藤(１年) ４回戦敗退

密谷(１年)

５回戦敗退

長谷川(２年) ３回戦敗退

中山(３年) ２回戦敗退

木間(１年)

３回戦敗退

石﨑(２年) ２回戦敗退

杉山(１年)

３回戦敗退

島村(２年) ２回戦敗退

小森(１年)

３回戦敗退

刈屋(１年) ２回戦敗退
田中(１年) ２回戦敗退
西塔(１年) ２回戦敗退

板井(１年) ２回戦敗退
米地(１年) ２回戦敗退
末畑(１年)

１回戦敗退

久保田(１年) １回戦敗退
鈴木(１年)

１回戦敗退

髙橋(１年)

１回戦敗退

8 月 7 日 男子学校対抗
日本工大駒場 A ５回戦敗退
日本工大駒場 B ４回戦敗退
日本工大駒場 C ３回戦敗退
日本工大駒場 D ２回戦敗退

令和元年度
日時、会場：令和元年 8 月 9 日

於

東京私立中学・高等学校卓球選手権大会結果
武蔵野の森総合スポーツプラザ

高校男子ダブルス
原(２年)・小森(１年)

５回戦敗退

中山(２年)・増山(２年)

３回戦敗退

松田(２年)・宮地(１年)

３回戦敗退

立本(２年)・長谷川(２年)

３回戦敗退

石﨑(１年)・島村(２年)

２回戦敗退

伊藤(１年)・米地(１年)

２回戦敗退

木間(１年)・末畑(１年)

２回戦敗退

杉山(１年)・密谷(１年)

２回戦敗退

西塔(１年)・鈴木(１年)

２回戦敗退

刈屋(１年)・板井(１年)

２回戦敗退

田中(１年)・髙橋(１年)

１回戦敗退

令和元年度

第 88 回全国高等学校卓球選手権大会

日時、会場：令和元年８月１５日(木)～８月２０日(火)

於

鹿児島アリーナ

加藤(１年)
４回戦敗退、ベスト 32

全国 20 位

↓
2020 年 1 月 13 日(月)～1 月 19 日(日)、大阪府・大阪市中央体育館で開催される天皇杯・皇后杯 2019 年度全日本卓球
選手権大会(ジュニアの部)への出場が決まりました。

１回戦

加藤

３－０

伊藤(古川黎明高校・宮城県)

２回戦

加藤

３－０

篠田(明豊高校・大分県)

３回戦

加藤

３－１

相馬(遊学館高校・石川県)

４回戦

加藤

１－３

庄(富田高校・岐阜県)

令和元年度
日時、会場：令和元年８月２６日(月)

男子ダブルス

原(２年)・小森(１年)組

第２位

中山(３年)・増山(３年)

３回戦敗退

松田(２年)・宮地(１年)

３回戦敗退

密谷(１年)・杉山(１年)

３回戦敗退

立本(２年)・長谷川(２年)

１回戦敗退

石﨑(２年)・島村(２年)

１回戦敗退

西塔(１年)・鈴木(１年)

１回戦敗退

久保田(１年)・末畑(１年)

１回戦敗退

伊藤(１年)・米地(１年)

１回戦敗退

髙橋(１年)・田中(１年)

１回戦敗退

男子学校対抗

日本工大駒場

第３位

於

第 8 支部総合体育大会結果

世田谷区総合運動場体育館

令和元年度全日本ジュニア予選会結果
日時、会場：令和元年９月８日(日)

原(２年)

６回戦敗退

立本(２年)

５回戦敗退

小森(１年)

５回戦敗退

松田(２年)

４回戦敗退

木間(１年)

３回戦敗退

田中(１年)

３回戦敗退

杉山(１年)

３回戦敗退

末畑(１年)

２回戦敗退

髙橋(１年)

２回戦敗退

久保田(１年)

１回戦敗退

於

エスフォルタアリーナ八王子

