
No 氏　名 ふりがな 都道府県 所　属
1 佐々木 周哉 ささきしゅうや 北海道 FID札幌鈴蘭
2 小倉 研二 おぐらけんじ 北海道 FID札幌鈴蘭
3 中田 北斗 なかだほくと 北海道 FID札幌鈴蘭
4 阿部 帆高 あべほだか 北海道 FID札幌鈴蘭
5 佐藤雄代 さとうゆうだい 北海道 翔君とゆかいな仲間たち
6 及川 博史 おいかわひろふみ 岩手 宮古恵風支援学校
7 木村 正彦 きむらまさひこ 宮城 ㈱新陽ランドリー
8 千葉諒太 ちばりょうた 宮城 ㈱新陽ランドリー
9 藤原 怜央 ふじわられお 秋田 チーム秋田
10 谷地田　想 やちたそう 秋田 比内支援
11 吉田 健太 よしだけんた 福島 まゆみ会
12 武藤 淳一 むとうじゅんいち 福島 まゆみ会
13 増田 託也 ますだたくや 茨城 Smash
14 小濱 悠太 こはまゆうた 茨城 Smash
15 寺門 雄紀 てらかどゆうき 茨城 国田卓球クラブ
16 榎田 虎鉄 えのきだこてつ 茨城 水戸高等特別支援学校
17 山岸 勇太 やまぎしゆうた 群馬 太田高等特別支援学校
18 松本 直記 まつもとなおき 埼玉 行田クラブ
19 森松 奨羅 もりまつしょうら 埼玉 上尾市卓球連盟
20 平野公隆 ひらのきみたか 埼玉 未来
21 大塚　祐輔 おおつかゆうすけ 埼玉 未来
22 大原　朋也 おおはらともや 埼玉 個人
23 安部雅人 あべまさと 埼玉 個人
24 竹守　彪 たけもりたけし 千葉 TOMAX
25 木川田優大 きかわだゆうだい 千葉 TOMAX
26 伊藤哲哉 いとうてつや 千葉 TOMAX
27 岩瀬 大樹 いわせだいき 千葉 TOMAX
28 綾部 一之 あやべかずゆき 千葉 NPOリーブ
29 平野 敬二 ひらのけいじ 千葉 NPOリーブ
30 千室　 登 ちむろのぼる 千葉 NPOリーブ
31 吉本　 隆 よしもとたかし 千葉 NPOリーブ
32 小林 春夫 こばやしはるお 千葉 NPOリーブ
33 吉清 正幸 きっせいまさゆき 千葉 NPOリーブ
34 石井 新一 いしいしんいち 千葉 NPOリーブ
35 石井 敏章 いしいとしあき 千葉 NPOリーブ
36 渡辺 佑一 わたなべゆういち 千葉 新山クラブ
37 竹田　 隆 たけだたかし 東京 ベアー
38 畠山 拓人 はやけやまたくと 東京 ベアー
39 太田 晶博 おおたあきひろ 東京 ベアー
40 中村 鷹遥 なかむらたかはる 東京 富士通ハーモニー
41 樅山　 駿 もみやましゅん 東京 個人
42 小島雄史 こじまゆうし 東京 南大沢学園
43 野中 晨光 のなかあきみつ 東京 個人
44 伊藤　　翼 いとうつばさ 東京 個人
45 七部 裕行 たなべひろゆき 東京 府中キララ卓球クラブ
46 松村　雄太 まつむらゆうた 東京 府中キララ卓球クラブ
47 元木　久 もときひさし 東京 ITS三鷹
48 髙橋雄大 たかはしたけひろ 東京 ITS三鷹
49 佐々木 五陸 ささきりく 東京 個人
50 後藤　響 ごとうひびき 神奈川 個人
51 竹内 亮二 たけうちりょうじ 神奈川 個人
52 大川 秋男 おおかわあきお 神奈川 ㈱ひなり
53 堀内 信雄 ほりうちのぶお 神奈川 東戸塚C．C．
54 金子 真明 かねこまさあき 神奈川 PTTC
55 木下 佑輝 きのしたゆうき 神奈川 Bond
56 高橋 淳二 たかはしじゅんじ 神奈川 ㈱ひなり
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57 山下 勝矢 やましたかつや 神奈川 昭和電工ガスプロダクツ㈱

58 吉川 碧人 よしかわあおと 神奈川 ㈱ニッパツハーモニー
59 加藤 耕也 かとうこうや 神奈川 シックス・ワン
60 井上 雄輔 いのうえゆうすけ 神奈川 ITTC
61 宮内　 良 みやうちりょう 神奈川 日立SC㈱
62 米本勇輝 よねもとゆうき 神奈川 プレミア株式会社
63 銀山 直樹 ぎんざんなおき 新潟 亀田クラブ
64 徳橋 由貴 とくはしよしたか 新潟 新大クラブ
65 金森 拓真 かなもりたくま 新潟 謙信上越
66 山田航大 やまだこうた 新潟 開志国際高等学校
67 宇野 博人 うのひろと 岐阜 ST
68 道越　直樹 みちこしなおき 岐阜 岐阜清流高等特別支援学校

69 飯田 浩彰 いいだひろあき 岐阜 個人
70 工藤　雅治 くどうまさはる 静岡 SST浜松
71 杉山　宰嵯 すぎやまつかさ 静岡 浜北特別支援学校
72 牧田　龍門 まきたりゅうもん 静岡 羽衣卓球クラブ
73 前田京之丞 まえだけいのすけ 愛知 GM太陽
74 中山 雄貴 なかやまゆうき 愛知 GM太陽
75 福井 昂孔 ふくいたかよし 滋賀 近江クラブ
76 岡　　佑太 おかゆうた 滋賀 甲南ワークス
77 上田 日月 うえだひつき 滋賀 甲南ワークス
78 高橋 利也 たかはしとしや 京都 日立SC㈱
79 石井 稔也 いしいとしや 京都 Infinity
80 内藤　和 ないとうなごむ 京都 Infinity
81 紅山 凱人 べにやまがいと 大阪 個人
82 山崎 秀人 やまざきひでと 大阪 藤ミレニアム
83 山口 裕也 やまぐちゆうや 大阪 育和倶楽部
84 藤原　 立 ふじわらりゅう 兵庫 華兵ロードスカイ
85 山本　祥平 やまもとしょうへい 兵庫 フェニックスα
86 塩崎　 圭 しおざきけい 和歌山 和歌山SSK
87 福山 椋亮 ふくやまりょうすけ 和歌山 みくまの支援学校
88 川本 健太 かわもとけんた 島根 松江養護学校
89 西廣 大貴 にしひろだいき 広島 可部南クラブ
90 烏田　 豊 からすだゆたか 広島 シンコー
91 小野 祐輝 おのゆうき 広島 黒学クラブ
92 桑田 拓弥 くわだたくや 広島 呉夢TTC
93 矢野 俊介 やのしゅんすけ 山口 YST
94 永松　 巧 ながまつたくみ 山口 YST
95 栩木 順平 とちぎじゅんぺい 山口 協和発酵バイオ㈱
96 玉野 宏武 たまのひろむ 山口 卓球倶楽部
97 小原 丈侍 こばらじょうじ 香川 香川県手をつなぐ育成会
98 湊　 京二 みなときょうじ 香川 香川県手をつなぐ育成会
99 小笠原裕次 おがさわらゆうじ 香川 香川県手をつなぐ育成会
100 長野　敬 ながのたかし 香川 香川県手をつなぐ育成会
101 秋山 風樹 あきやまふうき 香川 香川県手をつなぐ育成会
102 森田　亮平 もりたりょうへい 愛媛 石井体協
103 和田 凜太郎 わだりんたろう 福岡 博多卓球クラブ
104 山本 駿太 やまもとしゅんた 佐賀 荒木TTC
105 浅野　　俊 あさのたかし 長崎 瓊浦高校
106 石川 綾馬 いしかわりょうま 沖縄 琉球スポーツサポート
107 安座間安可 あざまやすか 沖縄 琉球スポーツサポート
108 松田 大輝 まつだだいき 沖縄 琉球スポーツサポート
109 新垣　 蒼 あらかきそう 沖縄 琉球スポーツサポート
110 伊波 優人 いはまさと 沖縄 琉球スポーツサポート



No 氏　名 ふりがな 都道府県 所　属
1 本間 柚貴子 ほんまゆきこ 北海道 あけぼの
2 千葉 久子 ちばひさこ 宮城 ㈱新陽ランドリー
3 吉田 かおる よしだかおる 宮城 ㈱新陽ランドリー
4 木村 はるみ きむらはるみ 宮城 ㈱新陽ランドリー
5 藤原 みなみ ふじわらみなみ 秋田 チーム秋田
6 薄井 えりか うすいえりか 栃木 個人
7 門田 美和 もんでんみわ 群馬 卓龍会
8 櫨山 七菜子 はぜやまななこ 埼玉 未来
9 栁澤 有紀 やなぎさわゆき 埼玉 未来

10 海老澤 京子 えびさわきょうこ 埼玉 あいおいニッセイ同和損保㈱

11 田邉 百合 たなべゆり 埼玉 埼聴協
12 秋本 初枝 あきもとはつえ 千葉 NPOリーブ
13 内田 良子 うちだよしこ 千葉 NPOリーブ
14 小平 育子 こだいらいくこ 東京 ベアー
15 高山 英梨奈 たかやまえりな 神奈川 川崎卓球協会
16 平井 菜津美 ひらいなつみ 神奈川 個人
17 金井 育子 かないいくこ 神奈川 ㈱ひなり
18 熊谷　操 くまがいみさお 神奈川 PTTC
19 伊藤 槙紀 いとうまき 神奈川 ㈱ひなり
20 美遠 さゆり みおさゆり 新潟 新発田クラブ
21 帆苅 千恵 ほかりちえ 新潟 新大クラブ
22 五十嵐美穂 いがらしみほ 新潟 新大クラブ
23 森田 美保 もりたみほ 岐阜 美濃市卓球クラブ
24 大石 佑美 おおいしゆみ 静岡 浜松SST
25 芹澤 瑠菜 せりざわるな 静岡 ゆっけ
26 今井 紋加 いまいあやか 京都 桃山TH3
27 戸塚 詩織 とづかしおり 大阪 ミキハウス
28 山本美貴子 やまもとみきこ 兵庫 神戸卓球クラブ
29 太田垣 延世 おおたがきのぶよ 兵庫 個人
30 川﨑 歩実 かわさきあゆみ 広島 可部南クラブ
31 大野 由美 おおのゆみ 山口 (社福)むべの里
32 湊　 幸奈 みなとゆきな 香川 香川県手をつなぐ育成会
33 藤岡 采季 ふじおかさき 香川 香川県手をつなぐ育成会
34 松井 真由 まついまゆ 福岡 ノーマライゼーションカラフル

35 古川 佳奈美 ふるかわかなみ 福岡 博多卓球クラブ
36 太田　歩美 おおたあゆみ 長崎 ポート長崎
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