
No 氏　名 都道府県 所　属 ダブルス 都道府県

1 小倉 研二 北海道 個人 × ×
2 佐々木 周哉 北海道 ペガサス 阿部 帆高 北海道

3 中田 北斗 北海道 ペガサス × ×
4 阿部 帆高 北海道 ペガサス 佐々木 周哉 北海道

5 佐藤雄代 北海道 日体大附属高等支援学校 × ×
6 木村 正彦 宮城 ㈱新陽ランドリー 徳橋 由貴 新潟
7 千葉諒太 宮城 ㈱新陽ランドリー × ×
8 伊藤　陸 宮城 個人 × ×
9 藤原 怜央 秋田 チーム秋田 × ×
10 谷地田　想 秋田 県立比内支援学校 × ×
11 吉田 健太 福島 まゆみ会 髙橋雄大 東京
12 武藤 淳一 福島 まゆみ会 河野 紀文 茨城
13 増田 託也 茨城 Smash 金森 拓真 新潟
14 河野 紀文 茨城 Smash 武藤 淳一 福島
15 海老澤　努 茨城 Smash × ×
16 小濱 悠太 茨城 Smash 寺門 雄紀 茨城
17 寺門 雄紀 茨城 国田卓球クラブ 小濱 悠太 茨城
18 榎田 虎鉄 茨城 高萩ジュニア卓球クラブ × ×
19 山岸 勇太 群馬 太田REO卓球 山本 駿太 佐賀
20 松本 直記 埼玉 行田クラブ 堀内 信雄 神奈川

21 森松 奨羅 埼玉 初雁卓球クラブ 樅山　 駿 東京
22 大原　朋也 埼玉 初雁卓球クラブ 中村 鷹遥 東京
23 平野公隆 埼玉 未来 × ×
24 大塚　祐輔 埼玉 未来 松村　雄太 東京
25 小野寺勇貴 埼玉 TOMAX 伊藤哲哉 千葉
26 竹守　彪 千葉 TOMAX 木川田優大 千葉
27 木川田優大 千葉 TOMAX 竹守　彪 千葉
28 伊藤哲哉 千葉 TOMAX 小野寺勇貴 埼玉
29 岩瀬 大樹 千葉 TOMAX × ×
30 平川 碧輝 千葉 TOMAX × ×
31 平野 敬二 千葉 NPOリーブ 千室　 登 千葉
32 千室　 登 千葉 NPOリーブ 平野 敬二 千葉
33 吉本　 隆 千葉 NPOリーブ 石井 新一 千葉
34 式田 孝生 千葉 NPOリーブ 吉清 正幸 千葉
35 吉清 正幸 千葉 NPOリーブ 式田 孝生 千葉
36 石井 新一 千葉 NPOリーブ 吉本　 隆 千葉
37 石井 敏章 千葉 NPOリーブ × ×
38 渡辺 佑一 千葉 新山クラブ 野中 晨光 東京
39 島根 大貴 千葉 青野クラブ × ×
40 畠山 拓人 東京 卓美会 × ×
41 中村 鷹遥 東京 富士通ハーモニー 大原　朋也 埼玉
42 樅山　 駿 東京 偉関TTL 森松 奨羅 埼玉
43 髙橋雄大 東京 ITS三鷹 吉田 健太 福島
44 元木　久 東京 ITS三鷹 内藤　 和 京都
45 小島雄史 東京 スヴェンソン 伊藤　　翼 東京
46 野中 晨光 東京 個人 渡辺 佑一 千葉
47 伊藤　　翼 東京 個人 小島雄史 東京
48 七部 裕行 東京 府中キララ卓球クラブ × ×
49 松村　雄太 東京 府中キララ卓球クラブ 大塚　祐輔 埼玉
50 古屋万基 東京 ブループラム × ×
51 後藤　響 神奈川 個人 × ×
52 竹内 亮二 神奈川 卓球若竹 × ×
53 大川 秋男 神奈川 ㈱ひなり 山下 勝矢 神奈川

54 高橋 淳二 神奈川 ㈱ひなり × ×
55 木下 佑輝 神奈川 ㈱ひなり 山崎 秀人 神奈川

56 堀内 信雄 神奈川 東戸塚CC 松本 直記 埼玉
57 金子 真明 神奈川 PTTC × ×
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58 森嶋 崇大 神奈川 PTTC × ×
59 山下 勝矢 神奈川 昭和電工ガスプロダクツ㈱ 大川 秋男 神奈川

60 吉川 碧人 神奈川 ニッパツハーモニー 竹田　 隆 神奈川

61 加藤 耕也 神奈川 シックス・ワン 福井昂孔 滋賀
62 竹田　 隆 神奈川 リトルキングス 吉川 碧人 神奈川

63 山崎 秀人 神奈川 アシスト 木下 佑輝 神奈川

64 北川 大地 神奈川 横浜市立金沢中学校 × ×
65 宮内　 良 神奈川 日立SC㈱ 高橋 利也 京都
66 杉本 伊吹 神奈川 イセハラ卓球 × ×
67 米本勇輝 神奈川 VIRGO × ×
68 徳橋 由貴 新潟 新大クラブ 木村 正彦 宮城
69 伊藤 克朗 新潟 新大クラブ 山田航大 新潟
70 金森 拓真 新潟 謙信上越 増田 託也 茨城
71 山田航大 新潟 開志国際高等学校 伊藤 克朗 新潟
72 宇野 博人 岐阜 ST × ×
73 道越　直樹 岐阜 岐阜清流高等特別支援学校 × ×
74 林　誠也 岐阜 岐阜清流高等特別支援学校 × ×
75 辻　瑠晴 岐阜 岐阜清流高等特別支援学校 × ×
76 飯田 浩彰 岐阜 ＫＹＢ × ×
77 工藤　雅治 静岡 SSTクラブ × ×
78 杉山　宰嵯 静岡 浜北特別支援学校 × ×
79 加藤　爽 静岡 浜北特別支援学校 × ×
80 牧田　龍門 静岡 羽衣卓球クラブ × ×
81 前田京之丞 愛知 GM太陽 × ×
82 中山 雄貴 愛知 GM太陽 × ×
83 福井 昂孔 滋賀 近江クラブ 加藤 耕也 神奈川

84 岡　　佑太 滋賀 SST滋賀 × ×
85 野島 良兼 滋賀 SST滋賀 × ×
86 高橋 利也 京都 日立SC㈱ 宮内　 良 神奈川

87 内藤　 和 京都 桃山TH3 元木　久 東京
88 石井 稔也 京都 京友クラブ 玉野 宏武 山口
89 山口 裕也 大阪 育和倶楽部 × ×
90 野田拓次朗 大阪 山城クラブ × ×
91 緒方　碩 大阪 ひらかた卓球場 × ×
92 大北　和輝 大阪 エース卓球 × ×
93 藤原　 立 兵庫 フェニックスα 山本　祥平 兵庫
94 山本　祥平 兵庫 フェニックスα 藤原　 立 兵庫
95 森　優斗 兵庫 播磨特別支援 × ×
96 岡田 京介 兵庫 ALL STAR × ×
97 福山 椋亮 和歌山 みくまの支援学校 × ×
98 川本 健太 島根 松江養護学校 湊　 京二 香川
99 西廣 大貴 広島 可部南クラブ × ×
100 烏田　 豊 広島 シンコー 小原 丈侍 香川
101 桑田 拓弥 広島 呉夢TTC 野村 健太 熊本
102 矢野 俊介 山口 YST 永松　 巧 山口
103 永松　 巧 山口 YST 矢野 俊介 山口
104 栩木 順平 山口 協和発酵バイオ㈱ × ×
105 玉野 宏武 山口 卓球倶楽部 石井 稔也 京都
106 小原 丈侍 香川 香川県手をつなぐ育成会 烏田　 豊 広島
107 湊　 京二 香川 香川県手をつなぐ育成会 川本 健太 島根
108 小笠原裕次 香川 香川県手をつなぐ育成会 長野　敬 香川
109 長野　敬 香川 香川県手をつなぐ育成会 小笠原裕次 香川
110 森田　亮平 愛媛 石井体協 × ×
111 梅木 龍児 福岡 ディフェンズ 和田 凜太郎 福岡
112 和田 凜太郎 福岡 博多卓球クラブ 梅木 龍児 福岡
113 樋口　駿 福岡 ディフェンス × ×
114 山本 駿太 佐賀 VERTEX 山岸 勇太 群馬
115 浅野　　俊 長崎 瓊浦高等学校 × ×
116 野村 健太 熊本 ブロックス 桑田 拓弥 広島



117 安座間安可 沖縄 琉球スポーツサポート × ×
118 新垣　蒼 沖縄 琉球スポーツサポート 新垣　秀 沖縄
119 新垣　秀 沖縄 琉球スポーツサポート 新垣　 蒼 沖縄
120 石川 綾馬 沖縄 琉球スポーツサポート 松田 大輝 沖縄
121 松田 大輝 沖縄 浦添卓球同好会 石川 綾馬 沖縄

※訂正や不備がございましたら、5月18日（金）までに下記にご連絡ください。
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No 氏　名 都道府県 所　属 ダブルス 都道府県

1 本間 柚貴子 北海道 あけぼの 金井 育子 神奈川

2 千葉 久子 宮城 ㈱新陽ランドリー 吉田 かおる 宮城
3 吉田 かおる 宮城 ㈱新陽ランドリー 千葉 久子 宮城
4 木村 はるみ 宮城 ㈱新陽ランドリー 美遠 さゆり 新潟
5 石原麻里愛 宮城 ㈱新陽ランドリー × ×
6 藤原 みなみ 秋田 チーム秋田 × ×
7 薄井 えりか 栃木 個人 小平 育子 東京
8 門田 美和 群馬 卓龍会 海老澤 京子 埼玉
9 長瀬みさと 群馬 大泉卓球クラブ × ×
10 櫨山 七菜子 埼玉 TTC浦和・土合クラブ 田邉 百合 埼玉
11 海老澤 京子 埼玉 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 門田 美和 群馬
12 栁澤 有紀 埼玉 未来 太田垣 延世 兵庫
13 田邉 百合 埼玉 埼聴協 櫨山 七菜子 埼玉
14 矢作 歩美 千葉 TOMAX × ×
15 秋本 初枝 千葉 NPOリーブ 内田 良子 千葉
16 内田 良子 千葉 NPOリーブ 秋本 初枝 千葉
17 小平 育子 東京 卓美会 薄井 えりか 栃木
18 小野関 光 東京 ARS × ×
19 平井 菜津美 神奈川 個人 × ×
20 金井 育子 神奈川 ㈱ひなり 本間 柚貴子 北海道

21 伊藤 槙紀 神奈川 イセハラ卓球 川﨑 歩実 広島
22 古橋　佳純 神奈川 イセハラ卓球 今井 紋加 京都
23 美遠 さゆり 新潟 オールアルビレックスSC 木村 はるみ 宮城
24 帆苅 千恵 新潟 新大クラブ 五十嵐美穂 新潟
25 五十嵐美穂 新潟 新大クラブ 帆苅 千恵 新潟
26 森田 美保 岐阜 ひだすぽ 戸塚 詩織 大阪
27 大石 佑美 静岡 積志卓球クラブ × ×
28 芹澤 瑠菜 静岡 ゆっけ × ×
29 小谷 夢月 静岡 あさひ倶楽部 × ×
30 山口 美也 滋賀 SST滋賀 × ×
31 今井 紋加 京都 桃山TH3 古橋　佳純 神奈川

32 戸塚 詩織 大阪 ミキハウス 森田 美保 岐阜
33 山本美貴子 兵庫 神戸卓球クラブ × ×
34 太田垣 延世 兵庫 チーム太田垣 栁澤 有紀 埼玉
35 川﨑 歩実 広島 可部南クラブ 伊藤 槙紀 神奈川

36 大野 由美 山口 (社福)むべの里 × ×
37 湊　 幸奈 香川 香川県手をつなぐ育成会 藤岡 采季 香川
38 藤岡 采季 香川 香川県手をつなぐ育成会 湊　 幸奈 香川
39 松井 真由 福岡 ノーマライゼーションカラフル 古川 佳奈美 福岡
40 古川 佳奈美 福岡 博多卓球クラブ 松井 真由 福岡
41 藤木 希望 佐賀 シャイン楠 × ×
42 太田　歩美 長崎 チーム愛・長崎 川久保美鈴 長崎
43 川久保美鈴 長崎 チーム愛・長崎 太田　歩美 長崎
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