第２１回県下小学生・中学生ランキング卓球大会
中学男子ダブルス
常盤・福谷（紫原卓球ク） ３－２ 鶴田・永野（鴨池中）
準々決勝
塗木・駒水（知覧中） ３－１ 井前・末吉（帖佐中）
常盤・福谷（紫原卓球ク） ３－０ 大山・上村（川辺中）
準決勝
前田 真之介・緒方 大輔（鴨池中） ３－０
決勝
中学女子ダブルス
榎谷・中元（松元卓運） ３－０ 三窪・川井田（帖佐中）
準々決勝
岩﨑・平山（紫原卓球ク） ３－０ 桐野・末吉（鴨池中）
榎谷・中元（松元卓運） ３－２ 岩・鮫島（鴨池中）
準決勝
榎谷 優香・中元 まのん（松元卓運） ３－０
決勝
小学男子ダブルス
今村（勇）・今村（泰）（ＴＴＣ霧島） ３－２ 大森・宮前（高尾野卓球ス少）
準決勝
森 眞奈斗・坂上 啓馬（日置茶恋知） ３－０
決勝
小学女子ダブルス
小山・鉽（和田卓球ス少） ３－１ 高田・木村（和田卓球ス少）
準決勝
鬼塚 菜々子・東條 寧乃（和田卓球ス少） ３－２
決勝
中学３年男子シングルス
田代 一馬（川辺中） ２位 常盤（紫原卓球ク） ３位
１位
中学３年女子シングルス
諏訪薗 結莉（ＴＴＣ霧島） ２位 岩﨑（紫原卓球ク） ３位
１位
中学２年男子シングルス
準々決勝
前田（鴨池中）
３－０ 永留（城西中）
緒方（鴨池中）
３－２ 塗木（知覧中）
準決勝
前田（鴨池中）
３－１ 大森（高尾野卓球ス少）
決勝
前田 真之介（鴨池中） ３－１

大山・上村（川辺中） ３－０ 福永・中釜（枕崎中）
前田・緒方（鴨池中） ３－１ 田代・藏元（川辺中）
前田・緒方（鴨池中） ３－０ 塗木・駒水（知覧中）

常盤・福谷（紫原卓球ク）
岩・鮫島（鴨池中）

３－２ 橋口・野田（紫原卓球ク）
諏訪薗・指宿（ＴＴＣ霧島） ３－０ 有江・中原（帖佐中）
岩﨑・平山（紫原卓球ク） ３－０ 諏訪薗・指宿（ＴＴＣ霧島）
岩﨑・平山（紫原卓球ク）
森・坂上（日置茶恋知） ３－２ 中島（匠）・愛村（松元卓運）
今村（勇）・今村（泰）（ＴＴＣ霧島）

３－１
小山・鉽（和田卓球ス少）

鬼塚（菜）・東條（和田卓球ス少）

濱岡・内（和田卓球ス少）

宮前（高尾野卓球ス少）

白石（佐多ク）
３－１ 早川（武中）
福谷（紫原卓球ク） ３－１ 井前（帖佐中）
福谷（紫原卓球ク） ３－２ 緒方（鴨池中）
福谷（紫原卓球ク）

大森（高尾野卓球ス少）

中学２年女子シングルス
準々決勝
榎谷（松元卓運）
中元（松元卓運）
準決勝
榎谷（松元卓運）
決勝

３－０ 鶴屋（高江中）
３－１ 福岡（帖佐中）
３－０ 津曲（財部中）
榎谷 優香（松元卓運） ３－０

津曲（財部中）
３－２ 橋口（紫原卓球ク）
平山（紫原卓球ク） ３－０ 新越（知覧中）
平山（紫原卓球ク） ３－０ 中元（松元卓運）
平山（紫原卓球ク）

中学１年男子シングルス
準々決勝
鮫島（ＴＴＣ霧島）
福留（帖佐中）
準決勝
鮫島（ＴＴＣ霧島）
決勝

３－０ 栁（帖佐中）
３－０ 中山（松元中）
３－２ 駒水（知覧中）
鳥越 大夢（ＴＴＣ霧島） ３－２

駒水（知覧中）
鳥越（ＴＴＣ霧島）
鳥越（ＴＴＣ霧島）
鮫島（ＴＴＣ霧島）

３－１ 川田原（ＴＴＣ霧島）
３－０ 鶴喰（高尾野卓球ス少）
３－２ 福留（帖佐中）

３－２ 関屋（星峯東卓球ス少）
３－０ 岩下（知覧中）
３－１ 岩（鴨池中）
鮫島 瑠衣（鴨池中） ３－０

指宿（ＴＴＣ霧島）
岩元（都城ＴＴＣ）
鮫島（鴨池中）
指宿（ＴＴＣ霧島）

３－０ 上之薗（松元中）
３－１ 福田（星峯東卓球ス少）
３－１ 岩元（都城ＴＴＣ）

中学１年女子シングルス
準々決勝
岩（鴨池中）
鮫島（鴨池中）
準決勝
指宿（ＴＴＣ霧島）
決勝
小学６年男子シングルス
長谷川 卓也（松元卓運）
１位
小学６年女子シングルス
準決勝
野田（紫原卓球ク）
決勝
小学５年男子シングルス

２位 有馬（和田卓球ス少） ３位 今村（ＴＴＣ霧島）
木原（紫原卓球ク） ３－１ 池上（飛翔）
３－２ 鬼塚（和田卓球ス少）
野田 利真（紫原卓球ク） ３－０ 木原（紫原卓球ク）

準決勝
加治（ＴＴＣ霧島）
決勝
小学５年女子シングルス
東條 寧乃（和田卓球ス少）
１位
小学４年女子シングルス
準決勝
内（和田卓球ス少）
決勝
内
小学３年男子シングルス
愛村 優太（松元卓運）
１位
小学３年女子シングルス
佐野 心春（紫原卓球ク）
１位
小学２年男子シングルス
準決勝
森（日置茶恋知）
決勝
小学２年女子シングルス
白石 小依（佐多ク）
１位
小学１年男子シングルス
榮倉 悠真（誠卓球ＣＬ.）
１位
小学１年女子シングルス
宮前 凪綺夢（高尾野卓球ス少）
１位
幼女子シングルス
中島 陽菜（松元卓運）
１位

白石（佐多クラブ）
３－０ 三輪（誠卓球ＣＬ.）
加治 瑛斗（ＴＴＣ霧島） ３－１ 白石（佐多クラブ）

３－０ 濵田（誠卓球ＣＬ.）

２位 野添（松元卓運）
糸岡（星峯東卓球ス少） ３－１ 内野（星峯東卓球ス少）
３－０ 鳥越（ＴＴＣ霧島）
彩衣子（星峯東卓球ス少） ３－１ 糸岡（星峯東卓球ス少）

２位 今村（ＴＴＣ霧島）

３位 中村（ＴＴＣ霧島）

２位 山口（星峯東卓球ス少） ３位 辻（和田卓球ス少）
中島（松元卓運）
３－０ 坂上（日置茶恋知）
森 眞奈斗（日置茶恋知） ３－０ 中島（松元卓運）
２位 福田（星峯東卓球ス少） ３位 西川（松元卓運）

２位 鬼塚（和田卓球ス少）

３－０ 下村（松元卓運）

