
２０１９年度 福江高校卓球部 大会結果 

 

愛知県高等学校総合体育大会東三河支部予選会（4/30，5/1，2豊川市総合体育館） 

男子学校対抗（原，松野，立岩，工野，二村，梅村，鈴木，土井） 

 １回戦 本校 １－３ 新城東 

 

女子学校対抗（宮川，稲垣，河合彩，吉成，影山，天野，小川，耳塚） 

 １回戦 本校 ３－１ 豊橋商業 

 ２回戦 本校 ３－０ 豊丘 

 ３回戦 本校 ０－３ 成章 

 ５位決定戦 本校 ３－０ 御津 結果：５位 （県大会出場） 

 

＜女子ダブルス＞ 

予選トーナメント３回戦 宮川・稲垣 ０－３ 蒲郡 

予選トーナメント３回戦 影山・耳塚 ０－３ 桜丘 

 

＜男子シングルス＞ 

松野 光希  予選トーナメント ３回戦 ３－２豊川工業 ４回戦 ０－３ 豊川 

倉地竜之介  予選トーナメント ３回戦 ３－０ 豊丘  ４回戦 ０－３ 豊川 

 

＜女子シングルス＞ 

河合 彩音  

決勝リーグ ①０－３ 桜丘 

      ②３－２ 時習館 順位決定リーグへ 

順位決定戦 ①０－３ 桜丘 

      ②３－０ 福江 

      ③２－３ 蒲郡   

１３位決定戦 ０－３ 豊川 結果：１４位 県総体出場  

小川 緋乃  

決勝リーグ ①０－３ 桜丘 

      ②３－２ 豊川 順位決定リーグへ 

順位決定戦 ①０－３ 桜丘 

      ②０－３ 福江 

      ③０－３ 蒲郡  結果：１５位 

吉成さくら 

決勝リーグ ①０－３ 桜丘 

      ②１－３ 蒲郡  結果：第１７位 

 



愛知県高等学校総合体育大会（5/18，25 常滑市体育館・名東スポーツセンター） 

女子学校対抗（宮川，稲垣，河合彩，吉成，影山，天野，小川，耳塚） 

 １回戦 ０－３ 愛知商業 

女子シングルス 

 河合 彩音 

１回戦 ０－３ 名経大高蔵 

 

令和元年度 国民体育大会卓球競技 少年の部東三河予選会（6/9 豊川市総合体育館） 

決勝トーナメント進出者 

＜男子＞ 

１回戦 立岩 ０－３ 豊橋東 

    松野 ０－３ 蒲郡 

    倉地 ３－０ 御津 

２回戦 倉地 ０－３ 桜丘 

 

＜女子＞ 

１回戦 吉成 ３－０ 豊橋東 

影山 ３－０ 成章 

    小川 ３－１ 成章 

    宮川 １－３ 豊橋東 

２回戦 吉成 ３－２ 豊川 

    影山 ３－０ 蒲郡 

    小川 ０－３ 蒲郡 

３回戦 吉成 ０－３ 成章 

影山 ０－３ 蒲郡 

 

県予選出場者：河合彩音（推薦） 吉成さくら（５位） 影山舞乃（５位） 小川緋乃（９位）     

 

令和元年度 国民体育大会卓球競技 少年の部 愛知県一次予選会（6/29  名東スポーツセンター） 

＜女子＞ 

１回戦  影山  １－３ 緑丘 

     吉成  ０－３ 向陽 

     小川  ３－２ 一宮南 

     河合彩 ０－３ 修文女子 

２回戦  小川  １－３ 名経大高蔵 

 

第６９回 全三河卓球選手権大会（豊橋市総合体育館） 

 一般女子 第３位 小川 緋乃 



令和元年度 東三河地区高等学校卓球選手権大会 （8/8，9 豊川市総合体育館） 

＜学校対抗＞ 

男子一部（井本，倉地，鈴木，土井，森下憂） 

 予選リーグ ①本校 ０－３ 豊丘 

       ②本校 ０－３ 時習館 結果：予選リーグ敗退 

 

女子一部（影山，河合彩，吉成，小川） 

 予選リーグ ①本校 ３－１ 豊橋南 

       ②本校 ３－１ 豊橋商業 

       ③本校 ３－０ 渥美農業 

 準決勝    本校 ３－１ 蒲郡 

 決勝     本校 １－３ 成章  結果：準優勝 

 

男子二部（梅村，八木，原，山本，森下空） 

 １回戦 本校 ０－３ 豊川工業Ｃ 

 

女子二部（天野，河合晴，耳塚，山本） 

 予選リーグ ①本校 ３－２ 豊橋東Ｂ 

       ②本校 ３－２ 小坂井Ｂ 

       ③本校 ３－０ 豊丘Ｂ 

 決勝     本校 ３－０ 蒲郡Ｂ 結果：優勝 

 

＜シングルス＞ 

男子  ３回戦 倉地  ０－３ 蒲郡東 

        鈴木  ２－３ 御津 

 

女子  ４回戦 吉成  ３－０ 成章 

        影山  ３－１ 蒲郡 

        小川  ０－３ 豊丘  

        河合彩 ０－３ 蒲郡  

    ５回戦 吉成  ３－２ 蒲郡 

        影山  ０－３ 渥美農業  

    準決勝 吉成  ０－３ 蒲郡    

 

 結果：第３位 吉成さくら  第５位 影山舞乃 

 

  



第８５回 愛知県高等学校卓球リーグ （8/22 碧南市臨海体育館） 

女子６部（影山，河合彩，吉成，天野，小川，河合晴，耳塚，山本） 

 第１試合 本校 ３－１ 美和 

 第２試合 本校 １－３ 東海商業 

 第３試合 本校 ３－２ 西尾東 

 第４試合 本校 ２－３ 東邦 

 第５試合 本校 ３－２ 桜台  結果：第４位（３勝２敗）  

 

 

令和元年度 愛知県秋季卓球新人大会 （8/31 豊橋市総合体育館） 

女子Ａブロック 

 決勝 吉成さくら ２－３ 高浜高校 

女子Ｂブロック 

  決勝 小川緋乃  ０－３ 岡崎ＨＳ 

女子Ｃブロック 

  決勝 影山舞乃  ３－２ 成章 結果：優勝 

 

田原市スポーツフェスティバル２０１９ 卓球競技（9/1 田原市総合体育館） 

 第３位 吉成さくら 


