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１．大 会 名   第７回「日本リーグ・日学連対抗」卓球ドリームマッチ 

２．競 技 会 場   長野市真島総合スポーツアリーナ（ホワイトリング） 

〒381-2204 長野県長野市真島町真島 2268 番地 1 

（本会場内は全て土足禁止となっております。 

観戦のみの方も室内履をご準備ください。） 

３．競 技 日 程   8 月 25 日（土） 

12：30～ 開会式 

13：00～ 男子団体戦・女子団体戦（5 名編成・5 シングルス） 

16：30～ 表彰式・ファンサービス（サイン会） 

17：00  終了 

8 月 26 日（日） 

9：30～ 卓球交流会 

（日本リーグ・日学連トップ選手からの技術講習や 

ミニゲームを予定（参加人数により内容変更あり） 

※参加者はユニフォーム、ゼッケン着用の上、 

メインアリーナに 8：45 までに集合してください。 

卓球交流会の進行方法を説明します。 

11：20～ サイン会・記念撮影 

12：00～ ドリームマッチ終了 

             13：00～ 練習試合 

（長野県および近県小中高生の希望者が対象。 

ランク別に個人戦を予定。） 

             16：30  練習試合終了 

 ４．参 加 申 込   8 月 26 日午前の卓球交流会、8 月 26 日午後の練習試合に参加したい方

は事前申し込みが必要となります。 

参加申込書を下記住所、もしくはメールアドレスまでお送りください。 

申込様式の電子データが欲しい方も、同じく下記メールアドレスまで 

問合せください。 

申込期限：平成 30 年 8 月 10 日（金） 

 

 

 

 

 

 

担当：北信学生卓球連盟 

常任理事（長野県担当） 五十嵐 健二 

〒389-0813 長野県千曲市大字若宮796 

TEL：090-9666-9854 

E-mail：igaken@athena.ocn.ne.jp 
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DREAM MATCH
in white ring

協和発酵キリン

松平 賢⼆ �
MATSUDAIRA�
KENJI

明治⼤学

渡辺 裕介 �
WATANABE�
YUSUKE

早稲⽥⼤学

阿部 愛莉 �
ABE�
AIRI

早稲⽥⼤学

徳永 美⼦ �
TOKUNAGA�
MIKO

⽇本⼤学

奥下 茜⾥ �
OKUSHITA�
AKARI

筑波⼤学

⽥⼝ 瑛美⼦ �
TAGUCHI�
EMIKO

中央⼤学

⼭本 笙⼦ �
YAMAMOTO�
SHOKO

明治⼤学

⿓崎 東寅 �
RYUZAKI�
TONIN

専修⼤学

⽥添  響 �
TAZOE�
HIBIKI

専修⼤学

郡⼭ 北⽃ �
KOORIYAMA�
HOKUTO

筑波⼤学

坪井 勇磨 �
TSUBOI�
YUMA

シチズン時計

上村 慶哉 �
UEMURA�
KEIYA

協和発酵キリン

笠原 弘光 �
KASAHARA�
HIROMITSU

シチズン時計

御内 健太郎 �
MIUCHI�
KENTARO

リコー

有延 ⼤夢 �
ARINOBU�
TAIMU

⼗六銀⾏

松澤 茉⾥奈 �
MATSUZAWA�
MARINA

サンリツ

平 侑⾥⾹ �
TAIRA�
YURIKA

中国電⼒

成本 綾海 �
NARUMOTO�
AYAMI

⼗六銀⾏

加藤 杏華 �
KATO�
KYOKA

中国電⼒

宋  恵佳 �
SO�
EKA

JTTL MEMBER 
Men's director ⼯藤 ⼀寛（リコー）

JSTTF MEMBER 
Men's director ⾼宮  啓（専修⼤学）

Women's director 森⽥ 有城（サンリツ）

Women's director ⽒⽥ 知孝（⽇本⼤学）



日時：2018年8月25日(土)～26日(日)

場所：ホワイトリング（長野市真島総合スポーツアリーナ）

日本リーグ代表

氏名 所　属 主な戦績

工藤　一寛 (リコー)

森田　有城 (サンリツ)

1 松平　賢二 (協和発酵キリン) 2017年度全日本選手権第6位、2018年度ビッグトーナメント優勝

2 上村　慶哉 (シチズン時計) 2017年度全日本選手権第12位、2018年度ビッグトーナメント第3位

3 笠原　弘光 (協和発酵キリン) 2017年度全日本社会人選手権第5位

4 御内健太郎 (シチズン時計) 2017年度全日本社会人選手権第6位

5 有延　大夢 (リコー) 2017年度全日本社会人選手権第9位

1 松澤茉里奈 (十六銀行) 2017年度全日本選手権第5位、2017年度全日本社会人選手権優勝、2018年度ビッグトーナメント優勝

2 平　侑里香 (サンリツ) 2017年度全日本社会人選手権第3位

3 成本　綾海 (中国電力) 2018年度ビッグトーナメント8位

4 加藤　杏華 (十六銀行) 2018年度ビッグトーナメント第4位

5 宋　　恵佳 (中国電力) 2017年度全日本社会人選手権第9位、2018年度ビッグトーナメント6位

日学連代表

氏名 所　属 主な戦績

高宮　　啓 (専修大学)

氏田　知孝 (日本大学)

1 渡辺　裕介 (明治大学) 2017年度全日本選手権第5位

2 龍崎　東寅 (明治大学) 2017年度全日本選手権第13位

3 田添　　響 (専修大学) 2017年度全日本選手権第16位

4 郡山　北斗 (専修大学) 2017年度全日本大学選手権第4位、2017年度全日本学生選抜選手権第4位

5 坪井　勇磨 (筑波大学) 2017年度全日本学生選抜選手権優勝

1 阿部　愛莉 (早稲田大学) 2017年度全日本学生選抜選手権優勝

2 徳永　美子 (早稲田大学) 2017年度全日本学生選抜選手権第3位

3 奥下　茜里 (日本大学) 2017年度全日本大学選手権第2位

4 田口瑛美子 (筑波大学) 2017年度全日本大学選手権第4位

5 山本　笙子 (中央大学) 2017年度全日本選手権ベスト32

＜日程＞

・8月25日(土)

12：30～ 開会式

13：00～ 男子団体戦　・　女子団体戦

16：30～ 表彰式　・　ファンサービス

・8月26日(日)

09：30～ 卓球交流会

11：55～ 閉会式

男
子
選
手

女
子
選
手

女
子
選
手

男子監督

女子監督

男
子
選
手

「第7回日本リーグ・日学連対抗」卓球ドリームマッチ　出場選手

男子監督

女子監督



8/25（土）

コート/
時間

12:30
～
12：45

16：30
～
17：00

8/26（日）

11：55
～
12：00

閉
会
式

第7回日本リーグ・日学連対抗　卓球ドリームマッチ

タイムテーブル

1

表
彰
式
・
フ

ァ
ン
サ
ー
ビ
ス

男子団体戦

開
会
式

2 女子団体戦

9：00～12：00

卓球交流会

練　　　習

13:00～16：30

9:30～11：55

ファンサービス
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