
回 優　　勝 準 優 勝

廣田　元二朗 藪下　拓未 涌井　唯羽 三木　翔 丸山  光希 齋藤  舜也 戸﨑  勇登 二瓶  瑛斗

岸田ｸﾗﾌﾞ SENATAKU たなかｸﾗﾌﾞ 岸田ｸﾗﾌﾞ ﾄﾑｼﾞｭﾆｱ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 岸田ｸﾗﾌﾞ ﾄﾑｼﾞｭﾆｱ

藪下　拓未 牧野　伶音 廣田元二朗 永田　斗真 東屋　彰 三木　翔 黒田　昌秀 沼本　剛志

SENATAKU いすみ卓球ｽﾎﾟ少 岸田ｸﾗﾌﾞ マイダス T.L.C. Jr 岸田ｸﾗﾌﾞ 偉関TTL 端江ﾋﾟﾝﾎﾟﾝｽﾞ

山本　煌翔 渡部　圭太 八幡　陽介 森口　諒 島村　匠 中野　龍弥 竹内　悠真 近藤　壱弦

嵐 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 岸田ｸﾗﾌﾞ 岸田ｸﾗﾌﾞ TLC Jr． 岸田ｸﾗﾌﾞ 丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ 近藤ｸﾗﾌﾞ

廣田遼太朗 板坂　眞生 髙野　紘希 山本　煌翔 竹中　流生 八幡　陽介 高柳　陽斗 柴田　俊輝

岸田ｸﾗﾌﾞ 協和発酵ｷﾘﾝ卓球ｽｸｰﾙ 偉関ＴＴＬ 嵐 小金井JTC 岸田ｸﾗﾌﾞ 薄根卓球 宇佐美卓球ｽﾎﾟ少

加藤　翔 剣持　将作 松井　駿介 山本　煌翔 島村　怜和 館岡　謙 小野寺　幹 石井　大貴

T.T.C平屋 TSI ｼﾞｭﾆｱ 横浜太洋ｼﾞｭﾆｱ 嵐 ＭＤｼﾞｭﾆｱ 偉関ＴＴＬ ＭＤｼﾞｭﾆｱ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

伊藤　礼博 岩木　彩人 市川　隼秀 剣持　将作 島村　怜和 吉江　雅弘 鈴木　歩 廣田遼太朗

千木良T.P.C. ＭＤｼﾞｭﾆｱ 千木良T.P.C. TSI ｼﾞｭﾆｱ ＭＤｼﾞｭﾆｱ 長野ＪＴＣ ダイケン 岸田ｸﾗﾌﾞ

中村　光人 金山　幸裕 高岩　真志 相沢　龍士 黒澤　明寛 岩木　彩人 齋藤　薫平 村越　俊介

マイダス マイダス たなかｸﾗﾌﾞ 大門卓球ｸﾗﾌﾞ マイダス ＭＤｼﾞｭﾆｱ LE　COURS 礼武道場

杉本　和也 天野　宏哉 金山　幸裕 熊本　祐大 田原　彰悟 渡辺　紘生 磯山三四朗 森田　晃司

横浜ｼﾞｭﾆｱ たなかｸﾗﾌﾞ マイダス マイダス マイダス 相模原ｼﾞｭﾆｱ 東高津ｸﾗﾌﾞ たなかｸﾗﾌﾞ

小林　大悟 舩山　朝陽 渡辺　理人 荒木　宙大 穂積　和也 久保田　渉 大槻　海斗 内田　拓光

益子卓球ｼﾞｭﾆｱ マイダス 日産ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 翼の丘ＴＴＣ it's MO ｼﾞｭﾆｱ 個人 横須賀ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ 光

三谷　悠人 小澤　壮 大山　悠河 小田　康介 川人　直也 三谷　仁志 山本　瑛大 鈴木　謙太

ＭＫｸﾗﾌﾞ マイダス ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 翼の丘ＴＴＣ ＭＫｸﾗﾌﾞ T.S.I.ｼﾞｭﾆｱ たなかｸﾗﾌﾞ

厚地　一樹 長田　裕也 松本　拓海 桑水　隆多 杉山　遼 前野　心大朗 中村　祥貴 飯嶋　達也

日産ｼﾞｭﾆｱ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 個人 ＴＬＣ．Ｊｒ 華卓会 すずかけｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

宮本　幸典 望月　穣 林　大地 田中　圭亮 浅原　健太 及川　謙秀 郡　慎平 田代　世傑

ＴＬＣ．Ｊｒ 嵐 個人 ＴＬＣ．Ｊｒ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 瑞江ﾋﾟﾝﾎﾟﾝｽﾞ ＴＬＣ．Ｊｒ

関谷　樹 阿部　雄太 山本　勝也 平岡　明博 望月　穣 吉田　拓寛 水野　純樹 本吉　央典

藤岡ＪＴＣ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 新世紀ｼﾞｭﾆｱ つつじヶ丘ｽﾎﾟ少 嵐 つつじヶ丘ｽﾎﾟ少 秋川ｸﾗﾌﾞ マエスタ

大野　泰士 阿部　雄太 加藤　卓司 関谷　樹 山本　勝也 渋谷　大河 町田　峯希 市川　史将

双葉スポ少 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 宇佐美ｽﾎﾟ少 藤岡ＪＴＣ ｴｰﾃｨｴｽさくら 三鷹ｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 丸善ｸﾗﾌﾞ

森園　政崇 長谷川　侑記 関谷　樹 加藤　卓司 木村　将広 阿部　雄介 町田　峯希 高橋　隆洋

ひばりヶ丘.Jr 南成瀬ｸﾗﾌﾞ 藤岡ＪＴＣ 宇佐美ｽﾎﾟ少 南成瀬ｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 嵐

橋本　唯史 西沢　潤 河本　宗大 山本　直哉 森園　政崇 町　飛鳥 細野　隼人 石山　正樹

丸善ｸﾗﾌﾞ 嵐 富山ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ 富山ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ ひばりヶ丘.Jr 岸田ｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ＫＭＳＣ

橋本　唯史 岡田　由紘 伊積　健太 久米　拓也 中西　亮太 石山　正樹 西沢　潤 細野　隼人

丸善ｸﾗﾌﾞ 町田ｼﾞｭﾆｱ ＩＦＣ 丸善ｸﾗﾌﾞ ＫＭＳＣ ＫＭＳＣ 嵐 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

大谷泰平 加藤大輔 大橋勇也 中井友紀 久米拓也 青木優志 平屋広大 山本卓実

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 丸善ｸﾗﾌﾞ ＫＭＳＣ 丸善ｸﾗﾌﾞ 丸善ｸﾗﾌﾞ ＫＭＳＣ 毛呂山ＴＴＣ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

原　慶光 細野裕人 大谷修平 金井　大 大谷泰平 中井 平屋　徹 山口

ＫＭＳＣ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ＫＭＳＣ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 毛呂山ＴＴＣ 華卓会

堀打哲生 平屋　徹 細野裕人 大門俊雄 出島理光 渡辺 大橋勇也 原　慶光

華卓会 毛呂山ＴＴＣ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 華卓会 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 華卓会 ＫＭＳＣ ＫＭＳＣ

半田卓也 佐々木和也 佐々木卓也 平屋　徹 原 軽部 林 小方友貴

華卓会 港北ｸﾗﾌﾞ 港北ｸﾗﾌﾞ 日産ｼﾞｭﾆｱ ＫＭＳＣ ＩＴＳ三鷹 華卓会 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ
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30 東日本大震災のため中止となりました。
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小学生高学年男子の部
ベ 　ス　 ト　 ８第 　３ 　位

森田有城 森田翔樹 三枝正典　 佐々木和也 平澤 堀打哲生 半田卓也 川村

日産ｼﾞｭﾆｱ ＩＴＳ三鷹 卓美ｼﾞｭﾆｱ 港北ｸﾗﾌﾞ 港北ｸﾗﾌﾞ 華卓会 華卓会 日産ｼﾞｭﾆｱ

中野秀紀 森田有城 佐野良輔 倉野　優 宇都野光彦 森田翔樹 三枝正典　 川村

ＩＴＳ三鷹 日産ｼﾞｭﾆｱ 日産ｼﾞｭﾆｱ 華卓会 ＫＭＳＣ ＩＴＳ三鷹 卓美ｼﾞｭﾆｱ 日産ｼﾞｭﾆｱ

三枝靖武　 倉野　優 臼井祐二 徳政達也 牧田 増田 小山　章 大原幸広

卓美ｼﾞｭﾆｱ 華卓会 華卓会 港北ｸﾗﾌﾞ ＫＭＳＣ ＫＭＳＣ ＫＭＳＣ ＫＭＳＣ

湯本　修 阿部　進 大鐘　司 井上慎太郎 田中 三枝靖武　 松井 徳政達也

華卓会 港北ｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 卓美ｼﾞｭﾆｱ 小田原ＯＹＣ 港北ｸﾗﾌﾞ

波多野昇 豊田　剛 川島　悠也 阿部　進 川島　大 松井 森　新 原田

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 日産ｼﾞｭﾆｱ ＫＭＳＣ 港北ｸﾗﾌﾞ ＫＭＳＣ おだわらOYC ＫＭＳＣ ＫＭＳＣ

田中俊之 麻奥健司 皆川将志 石原亮祐 井上 三枝靖武　 波多野昇 橋本

港北ｸﾗﾌﾞ ＫＭＳＣ ＫＭＳＣ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 卓美ｼﾞｭﾆｱ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 日産ｼﾞｭﾆｱ

堀内　亮 田中俊之 松井祐司 石原亮祐 田住 新倉 北田成樹 松井雅史

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 港北ｸﾗﾌﾞ ＯＹＣ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 田中ｸﾗﾌﾞ 国府実修学校 なかよしｸﾗﾌﾞ ＯＹＣ

田中俊之 河原祐二 北田成樹 安田道夫 沖山 田住 豊田 阿部

港北ｸﾗﾌﾞ 港北ｸﾗﾌﾞ なかよしｸﾗﾌﾞ 国府実修学校 田中ｸﾗﾌﾞ 田中ｸﾗﾌﾞ 南台ｽﾎﾟｰﾂ少 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

橋本　剛 高橋知栄 福尾嘉人 落合忠興 清水 松井雅史 今井 青山

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 田中ｸﾗﾌﾞ すずらん ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 田中ｸﾗﾌﾞ 田中ｸﾗﾌﾞ 田中ｸﾗﾌﾞ なかよしｸﾗﾌﾞ

阿部　徹 原　和幸 内田　誉 及川郁男 大森 笹村 鈴木 鴨志田

港北ｸﾗﾌﾞ 親子卓球ｸﾗﾌﾞ 港北ｸﾗﾌﾞ 港北ｸﾗﾌﾞ 国府実修学校 田中ｸﾗﾌﾞ 田中ｸﾗﾌﾞ 西部ｼﾞｭﾆｱ

市村清隆 及川郁男 斉藤　清 田中　勉 槌田 阿部 松本 原　和幸

ＦＴＣ なかよしｸﾗﾌﾞ 南台スポ少 南台スポ少 国府実修学校 金目ｸﾗﾌﾞ 卓ピン 親子卓球ｸﾗﾌﾞ

三橋康至 市村清隆 斉藤　清 彦野 小山錬 野口 石井 佐藤

森崎ｸﾗﾌﾞ 森崎ｸﾗﾌﾞ 南台スポ少 田中卓球 南台スポ少 国府実修学校 田中卓球 野路ｸﾗﾌﾞ

戸谷田剛秀 藤井 田中亮 馬場 寒河江 田中　勉 原　茂 石井

森崎ｸﾗﾌﾞ 森崎ｸﾗﾌﾞ 南台スポ少 南神大寺 卓和ｸﾗﾌﾞ 南台スポ少 親子卓球ｸﾗﾌﾞ 田中卓球

野路　忠 戸谷田剛秀 今野 三好 渡辺 井上 新名 小坂

野路ｸﾗﾌﾞ なかよしｸﾗﾌﾞ 綾瀬 野路ｸﾗﾌﾞ なかよしｸﾗﾌﾞ 親子卓球ｸﾗﾌﾞ 野路ｸﾗﾌﾞ 野路ｸﾗﾌﾞ

渡辺理貴 田中 池田 河合 杉山 堀口 本間 八亀

南台卓球 小田原卓球 大西学園 高倉ｼﾞｭﾆｱ 新玉スポ少 小田原卓球 南台卓球 大西学園

池田 田中 菅原 原田 杉山 田中 阿部 本間

大西学園 小田原卓球 南台スポ少 南台スポ少 新玉スポ少 小田原 逗子スポ少 南台スポ少

5

6

8

1

10

2

3

4

9

7

12

13

11

16

14

15


