パラFIDジャパン･年代別オープン卓球大会2018
＜男子＞10代の部
No

氏 名
ふりがな 都道府県 所属(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)
佐藤雄代 さとうゆうだい 北海道 日体大附属高等支援学校
山岸 勇太 やまぎしゆうた 群馬 太田REO卓球
大原 朋也 おおはらともや 埼玉 初雁卓球クラブ
大塚 祐輔 おおつかゆうすけ 埼玉 未来
島根 大貴 しまねだいき 千葉 TOMAX
樅山 駿 もみやましゅん 東京 偉関TTL
小島雄史 こじまゆうし 東京 スヴェンソン
岩佐 昌宗 いわさまさむね 福井 福井県立嶺北特別支援学校
宇野 博人 うのひろと 岐阜 ST
伊佐地 翔 いさじしょう 岐阜 恵那特別支援学校
西尾 祐哉 にしおゆうや 岐阜 恵那特別支援学校
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
林 誠也 はやしせいや 岐阜 岐阜清流高等特別支援学校
辻 瑠晴 つじりゅうせい 岐阜 岐阜清流高等特別支援学校
直井 拓実 なおいたくみ 岐阜 岐阜清流高等特別支援学校
栗田 脩吾 くりたしゅうご 岐阜 岐阜清流高等特別支援学校
糸永 拓未 いとながたくみ 岐阜 岐阜清流高等特別支援学校
山田 智也 やまだともや 岐阜 岐阜清流高等特別支援学校
藤田 竜輝 ふじたりゅうき 岐阜 岐阜清流高等特別支援学校
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20 村島 那由汰 むらしななゆた 岐阜 岐阜清流高等特別支援学校
21 武田 凌斗 たけだりょうと 岐阜 大垣特別支援学校
22 池野 正和 いけのまさかず 岐阜 可茂特別支援学校
もりまさゆき 岐阜 西濃高等特別支援学校
23 森 雅幸
やまもとせいや
岐阜 西濃高等特別支援学校
24 山本 誠也
かとうそう 静岡 浜北特別支援学校
25 加藤 爽
26 今泉 朔 いまいずみさく 静岡 徳増卓球クラブ
おがたさとい 大阪 ひらかた卓球場
27 緒方 碩
28 藤原 立 ふじわらりゅう 兵庫 フェニックスα
29 曲田 一貴 まがたかずき 兵庫 個人
30 竹元 秀成 たけもとしゅうせい 兵庫 加古川市立中部中学校
もりゆうと 兵庫 播磨特別支援学校
31 森 優斗
32 福山 椋亮 ふくやまりょうすけ 和歌山 みくまの支援学校
33 川本 健太 かわもとけんた 島根 松江養護学校
34 松村 竜也 まつむらたつや 香川 香川県手をつなぐ育成会
35 山本 駿太 やまもとしゅんた 佐賀 VERTEX

＜男子＞30代以上の部
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9

氏 名
ふりがな 都道府県 所属(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)
木村 正彦 きむらまさひこ 宮城 ㈱新陽ランドリー
堀内 信雄 ほりうちのぶお 神奈川 東戸塚C.C.
竹田 隆 たけだたかし 神奈川 リトルキングス
寺田 哲教 てらだてつのり 静岡 ユニオン
野田拓次朗 のだたくじろう 大阪 山城クラブ
塩崎 圭 しおざきけい 和歌山 わかば園
田淵 智之 たぶちともゆき 岡山 個人
烏田 豊 からすだゆたか 広島 シンコー
湊 京二 みなときょうじ 香川 香川県手をつなぐ育成会

年代別出場者名簿＜男子＞
＜男子＞20代の部

氏 名 ふりがな 都道府県 所属(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)
1 中田 北斗 なかだほくと 北海道 ペガサス
2 寺門 雄紀 てらかどゆうき 茨城 国田卓球クラブ
3 森松 奨羅 もりまつしょうら 埼玉 初雁卓球クラブ
4 小野寺勇貴 おのでらゆうき 埼玉 TOMAX
5 髙橋雄大 たかはしたけひろ 東京 ITS三鷹
6 元木 久 もときひさし 東京 ITS三鷹
7 野中 晨光 のなかあきみつ 東京 個人
8 伊藤 翼 いとうつばさ 東京 個人
9 松村 雄太 まつむらゆうた 東京 府中キララ卓球クラブ
10 木下 佑輝 きのしたゆうき 神奈川 ㈱ひなり
11 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㈱
12 吉川 碧人 よしかわあおと 神奈川 ニッパツハーモニー
13 福田 泰志 ふくだやすし 神奈川 個人
14 徳橋 由貴 とくはしよしたか 新潟 新大クラブ
15 金森 拓真 かなもりたくま 新潟 謙信上越
16 石本 誠人 いしもとまさと 岐阜 コンパス
17 飯田 浩彰 いいだひろあき 岐阜 ＫＹＢ
18 工藤 雅治 くどうまさはる 静岡 SSTクラブ
19 前田京之丞 まえだけいのすけ 愛知 GM太陽
20 中山 雄貴 なかやまゆうき 愛知 GM太陽
21 中村 雄輝 なかむらゆうき 三重 ㈱化成ﾌﾛﾝﾃｨｱｻｰﾋﾞｽ
22 福井 昂孔 ふくいたかよし 滋賀 近江クラブ
23 岡 佑太 おかゆうた 滋賀 SST滋賀
24 内藤 和 ないとうなごむ 京都 桃山TH3
25 石井 稔也 いしいとしや 京都 京友クラブ
26 高橋 利也 たかはしとしや 京都 日立SC㈱
27 紅山 凱人 べにやまがいと 大阪 個人
28 山口 裕也 やまぐちゆうや 大阪 育和倶楽部
29 大北 和輝 おおきたかずき 大阪 エース卓球
30 山本 祥平 やまもとしょうへい 兵庫 フェニックスα
31 足立 剛志 あだちたけし 兵庫 個人
32 岡田 京介 おかだきょうすけ 兵庫 ALL STAR
33 桑田 拓弥 くわだたくや 広島 呉夢TTC
34 栩木 順平 とちぎじゅんぺい 山口 協和発酵バイオ㈱
35 玉野 宏武 たまのひろむ 山口 卓球倶楽部
36 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
37 森田 亮平 もりたりょうへい 愛媛 石井体協
38 安座間安可 あざまやすか 沖縄 琉球スポーツサポート
39 新垣 蒼 あらかきそう 沖縄 琉球スポーツサポート
40 新垣 秀 あらかきしゅん 沖縄 琉球スポーツサポート
41 伊波 優人 いはまさと 沖縄 琉球スポーツサポート
42 石川 綾馬 いしかわりょうま 沖縄 琉球スポーツサポート
43 松田 大輝 まつだだいき 沖縄 浦添卓球同好会
No

