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近藤　快利 中山　晴 近藤  凱誉 東屋　彰 佐々木　啓人 和田  侑斗 松下  直樹 大武  篤史

横浜太洋ｼﾞｭﾆｱ 尾久八幡中 近藤ｸﾗﾌﾞ T.L.C.Jr  T.L.C. Jrｼﾞｭﾆｱ YOYOTAKKYU 尾久八幡中 MDｼﾞｭﾆｱ

松岡　佑亮 丸山　暉眞 中野　龍弥 村上　巧成 佐々木　啓人 蛭田　雄也 津幡　佳祐 鈴木　健太

尾久八幡中 尾久八幡中 岸田ｸﾗﾌﾞ ｋ＆a  T.L.C. Jrｼﾞｭﾆｱ 寒川東中 寒川東中 岸田ｸﾗﾌﾞ

八島　大地 宮内　結有 川瀬　俊也 遠藤　駿 狩野　耕助 伊藤　真弘 小松　啓也 原　拓海

尾久八幡中 岸田ｸﾗﾌﾞ 横浜太洋ｼﾞｭﾆｱ 鴨宮中  K＆Mｼﾞｭﾆｱ 南菅中 相模原旭中 横須賀ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ

後藤　世羽 加藤　翔 三部　航 矢島　陸斗 古川　飛羽 小泉　優弥 赤木　幸星 小野寺　幹

マイダス T.T.C平屋 千木良T.P.C. 尾久八幡中 横浜中 嵐 大沢中 MDｼﾞｭﾆｱ

伊藤　礼博 加藤　健太 笠井　智衆 髙岩　真志 中山　賢 牛山　陽介 近藤　天空 内池　駿介

千木良T.P.C. T.T.C平屋 多摩ｽﾎﾟｰﾂjr. たなかｸﾗﾌﾞ Ｔ．Ｏ．Ｍ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 横浜太洋ｼﾞｭﾆｱ 川崎ｼﾞｭﾆｱ

土屋　天人 櫻井　智哉 秋元　駿顕 松尾　仁史 富樫　拓紀 木田　蓮斗 秋田　悠吾 西山　拓冬

実践学園中 実践学園中 it's MO ｼﾞｭﾆｱ 東京ﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 旭陵中 千木良T.P.C. 協和発酵ｷﾘﾝTTS 嵐

田原　彰悟 村上　達哉 森田　晃司 天野　宏哉 矢部　衛彦 関山　玲生 岡本　優一 諸田　陽

マイダス meiji c.s.c. たなかｸﾗﾌﾞ たなかｸﾗﾌﾞ 横須賀ﾘﾄﾙ ｽﾃｯﾌﾟ狭山 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ meiji c.s.c.

福澤　佑麻 真下　虎ノ介 新井　裕也 綾部　圭人 青柳　伸太郎 小澤　悠生 須藤　陸 三瓶　鞠弥

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 西東京ｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 嵐 荻野中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 嵐 萩園中

小塙  祐太 三谷　悠人 森屋　翼 川人　直也 加藤　慎治 渡部　克哉 坂口聡一郎 大山　悠河

益子卓球ｼﾞｭﾆｱ ＭＫｸﾗﾌﾞ 千木良T.P.C 翼の丘TTC 南橘中 横須賀ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

田中　圭亮 今本　右京 坂本　学應 工藤　豪 阿河　光平 布谷　広樹 呉　永康 栗田　佳昌

ＴＬＣ．Ｊｒ 大田Eggs 益子卓球ｼﾞｭﾆｱ 大田Eggs kuni卓Jr 横須賀ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ 横浜山手中華学校 江陽中

中村　隼輔 菊地　毅弘 三ツ橋  誠人 橘川　雄太 田中　圭亮 浅原　健太 楊　亮 松浦　壮志

横須賀ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ 岸田クラブ 鶴間中 岸田クラブ ＴＬＣ．Ｊｒ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ つつじヶ丘ｽﾎﾟ少 大船中

阿部　雄太 稲沼　航 加賀　雄大 橘川　雄太 埴原　佑太 吉田　拓寛 三浦　和樹 芝　直輝

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 丸善クラブ 丸善ｸﾗﾌﾞ 岸田クラブ 東京ﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ つつじヶ丘ｽﾎﾟ少 相陽中 茅ヶ崎第一中

町田　幸希 醍醐　周 藤原　大樹 須山　崇 大野　大地 南　貴之 坂場　将人 境　達郎

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ つつじヶ丘ｽﾎﾟ少 つつじヶ丘ｽﾎﾟ少 葉山中 つつじヶ丘ｽﾎﾟ少 嵐 個人

町　飛雄馬 高橋　隆洋 濱　愛季 阿部　雄介 小林　直洋 望月　快人 益田　浩一 大場　崇志

岸田ｸﾗﾌﾞ 嵐 嵐 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 綾北中 本町中 江陽中 富山ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ

水谷　聡 財田　滉太 肥野　優作 池田　成生 柴田　恭平 鈴木　遼 中村　修之介 鈴木　健生

東和ｼﾞｭﾆｱ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 伊勢原中 横須賀ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ 宇佐美ｽﾎﾟ少 大野中 片瀬中 浜須賀中

小方　友貴 岡田　由紘 渡辺　直哉 山本　卓実 小野　裕太 倉持　将彰 久米　拓也 中西　亮太

丸善ｸﾗﾌﾞ 町田ｼﾞｭﾆｱ 南台ｼﾞｭﾆｱ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 林中 丸善ｸﾗﾌﾞ 丸善ｸﾗﾌﾞ 横須賀ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ

中井　友紀 平屋　広大 大橋　勇也 加藤　大輔 大竹　雅之 小方　友貴 小松　秀一 川口　拡

丸善ｸﾗﾌﾞ 毛呂山T.T.C ＫＭＳＣ 丸善ｸﾗﾌﾞ 尾久八幡中 丸善ｸﾗﾌﾞ 北足柄中 ﾀﾅｶｸﾗﾌﾞ

金井　大 小沢卓人 須藤　晴信 小方友斗 吉川　格 大谷　修平 出島　理光 篠川　峻

ＫＭＳＣ 妙典中 Seedling 丸善ｸﾗﾌﾞ 綾瀬城山中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 綾瀬城山中

金嶋　泰 橋本　豊 座間　弘和 須藤　晴信 小林 小又 西川　有正 堀打　哲生

ＫＭＳＣ 港北ｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ Seedling 東金東中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 大磯中 華卓会

塩野　真人 大滝　理浩 岡田　裕次郎 半田　卓也 上田 野口 大坪 上野

ﾌｼﾞｲｹｼﾞｭﾆｱ 日産ｼﾞｭﾆｱ 南行徳中 華卓会 妙典中 ｽﾘｰｴｽ 南林間中 国府中

森田　翔樹 三枝　正典　 陳　柏 三澤　僚太 原 瀬木 橋本 工藤

ＩＴＳ三鷹 卓美ｼﾞｭﾆｱ 横浜山手中華 南行徳中 若草中 深沢中 綾瀬城山中 ＫＭＳＣ
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中学１年生男子の部
第 ３ 位 ベ ス ト ８

中野秀紀 徳政達也 大原幸広 宇都野光彦 近藤 渥美 白石 大関

志村三中 日産ｼﾞｭﾆｱ ＫＭＳＣ 個人 浜岳中 豊田町卓球ｸﾗﾌﾞ 睦合東中 ＫＭＳＣ

三枝靖武　 村守　実 高宮悠次 永野勝久 永井 松井 米川 天野

卓美ｼﾞｭﾆｱ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 志村三中 ＩＴＳ三鷹 京卓ｼﾞｭﾆｱ 小田原OYC 鶴間中 鶴間中

豊田　剛 湯本　修 松井光洋 保科佳史 阿部　進 小沢 藤田 大鐘　司

日産ｼﾞｭﾆｱ 華卓会 小田原OYC 日産ｼﾞｭﾆｱ 西中原中 南林間中 南林間中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

松井祐司 波多野昇 中野太智 新川達哉 小池 山口 原田 松岡

小田原OYC ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 睦合東中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 南林間中 睦合東中 ＫＭＳＣ 浜須賀中

松井雅史 麻奥健司 皆川将志 田中俊之 岡本 三原 瀬川 松井祐司

おだわらOYC ＫＭＳＣ ＫＭＳＣ 港北ｸﾗﾌﾞ 上和田中 引地台中 上和田中 おだわらOYC

堀内　亮 深沢俊行 菅野達男 清水寿訓 石田 平井貴史 滝 横手

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 綾瀬中 引地台中 上和田中 土沢中 成瀬中 北陽中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

江島信広 安倍佳正 大平修敬 阿部朝喜 沖山 二宮 深川 杉山

伊勢原中 浜須賀中 浜須賀中 綾北中 田中ｸﾗﾌﾞ 江陽中 大船中 旭陵中

野沢　誠 高橋知栄 笹村佳秀 高橋鑑史郎 石黒 田辺 奥田 吉田　稔

華卓会 小田原橘中 神田中 港北ｸﾗﾌﾞ 萩園中 太洋中 太洋中 萩園中

阿部　徹 森　康一 今野伴洋 原　和幸 藤井 高田 遠藤 渡辺

港北クラブ 御所見中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 大磯中 御所見中 中原中 鶴が台中 萩園中

斉藤　清 本田篤志 阿部淳一郎 鈴木俊徳 大塚 宇野 難波 緒方

南台ｼﾞｭﾆｱ 田中ｸﾗﾌﾞ 中原中 南台ｼﾞｭﾆｱ 大津中 寒川中 善行中 麻溝台中

加藤　健 野口 彦野 石井啓資 益渕 竹平 袖木 進藤

田中ｸﾗﾌﾞ 国府実修学校 田中ｸﾗﾌﾞ 田中ｸﾗﾌﾞ 中島中 大野中 南台ｼﾞｭﾆｱ 大磯中

森田　稔 西東 日吉 神蔵 中村 神崎 広田正志 三本

伊勢原中 伊勢原中 鶴が台中 梅田中 大野中 山王中 伊勢原中 山王中

野路　忠 今野 米本 北野 井上 小山 井上 関山

野路ｸﾗﾌﾞ 春日台中 北の台中 綾瀬中 青根中 北の台中 二宮親子卓球 北の台中

野路　実 長谷部 石井 渡辺 山口 対馬 蛭田 高橋

野路ｸﾗﾌﾞ 野路ｸﾗﾌﾞ 鴨宮中 卓連 青根中 綾瀬中 北の台中 鴨宮中

松井正幸 鈴木 渡部 田中 小黒 板子 白井 萩原

小田原卓友会 大磯中 伊勢原中 伊勢原中 山王中 綾瀬中 上和田中 すずらん

内宮 大野 瀬戸 相原 青山 田尻 鈴木 小泉

青蘭ｸﾗﾌﾞ 南足柄中 南足柄中 南足柄中 伊勢原中 伊勢原中 南足柄中 伊勢原中
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