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相川　翔馬 川瀬　俊也 川久保　充希 大場　隆也 中野  龍弥 大池 俊魁 津幡  佳祐 松岡　佑亮

松戸第六中 清明学園中 鴨宮中 松戸第六中 岸田ｸﾗﾌﾞ JUPIC 寒川東中 尾久八幡中

山本　煌翔 小野寺　幹 八幡　陽介 宮内　結有 本坊啓史郎 山口　耀生 八島　大地 杉本　和祇

嵐 MDｼﾞｭﾆｱ 岸田ｸﾗﾌﾞ 岸田ｸﾗﾌﾞ 礼武道場 礼武道場 尾久八幡中 礼武道場

奥住　祐太 矢島　陸斗 小野寺　幹 小澤　諒真 小此木　駿太 豊澤　宗真 三部　航 中堤　真

尾久八幡中 尾久八幡中 MDｼﾞｭﾆｱ MDｼﾞｭﾆｱ 太田REO卓球 川崎卓球ｼﾞﾑ 谷本中 西高津中

剣持　将作 福澤　昇悟 尾中　翔英 加藤　健太 伊藤　礼博 宮野入賢大 髙岩　真志 市川　隼秀

TSI ｼﾞｭﾆｱ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 尾久八幡中 T.T.C平屋 千木良T.P.C. 千木良T.P.C. たなかｸﾗﾌﾞ 中川西中

木田　蓮斗 市川　隼秀 村上　達也 野原　央翔 天野　宏哉 松尾　仁史 鈴川　瞬 山越　和紀

千木良T.P.C. 中川西中 FLAT HILL ＳＭＩＬＥ たなかｸﾗﾌﾞ ＴＴＣ Ｔ関東学院六浦中 トムｼﾞｭﾆｱ

杉本　和也 志波　麟太郎 剣持　優作 森田　晃司 天野　宏哉 德丸　樹 小松　俊輝 村上　達也

横浜太洋Jr ＴＳＩｼﾞｭﾆｱ ＴＳＩｼﾞｭﾆｱ たなかｸﾗﾌﾞ たなかｸﾗﾌﾞ 秦野東中 DAIKEN Meiji c.s.c

岩本　岬 大澤　祐貴 相沢　篤士 杉本　和也 山本　東吾 野村　研蔵 秋廣　真斗 林　孝哉　

岸田ｸﾗﾌﾞ 東松山南中 幸手中 横浜太洋Jr 横浜太洋Jr 大袋中 Hachitaku meiji c.s.c.

小田　康介 荒木　宙大 舩山　朝陽 蛭田　龍 大山　悠河 磯山　純平 遠藤　碧人 宇田川　修平

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 翼の丘TTC マイダス ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 東高津ｸﾗﾌﾞ 新星ｸﾗﾌﾞ 礼武道場

片岡　弘紀 松山　昴樹 坂本　学應 橘川　雄太 飯嶋　達也 石田　悠 松本　拓海 柄澤　椋太

 it's MO ｼﾞｭﾆｱ 市川第六中 益子卓球ｼﾞｭﾆｱ 綾北中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

阿部　雄太 染谷　凌平 三ツ橋  誠人 中村　隼輔 及川　凌雅 望月　穣 黒川　博充 及川　謙秀

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 小川卓球ｸﾗﾌﾞ 鶴間中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 鶴間中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 大田Ｅｇｇｓ 綾北中

山本　勝也 鈴木　幹矢 町田　幸希 阿部　雄太 稲沼　航 平澤　翔太 鈴木　肇 手小　由樹

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 尾久八幡中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 尾久八幡中 尾久八幡中 尾久八幡中 綾北中

笹尾　卓人 井上　顕真 中村　祥吾 財田　滉太 南波　裕輝 坪井　勇磨 町田　幸希 平野　佑治

日産ｼﾞｭﾆｱ 日産ｼﾞｭﾆｱ meiji c.s.c ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ T．T．C平屋 T．T．C平屋 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 日産ｼﾞｭﾆｱ

財田　滉太 平塚　義章 中間　卓也 平岡　和博 小方　友真 石田　直紀 益田　浩一 阿部　雄介

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾌｼﾞｲｹｸﾗﾌﾞ つつじヶ丘スポ少 つつじヶ丘スポ少 相陽中 相陽中 江陽中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

細野　隼人 西沢　潤 田中　友樹 財田　滉太 金井　盛繁 平塚　義章 秦野　真樹 武居　恭二

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 本町中 造道中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ｴｰﾃｨｰｴｽ.Jr ﾌｼﾞｲｹｸﾗﾌﾞ 本町中 ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ

岡田　由紘 細野　隼人 寺田　翼 岡田　峻 川野　和真 小沼　俊介 鳥羽　祐輔 能條　孝也

町田ｼﾞｭﾆｱ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 日中卓球 町田ｼﾞｭﾆｱ ﾀﾅｶｸﾗﾌﾞ 大庭中 流山ｱｽﾄﾛｽﾞ 伊勢原中

須藤　晴信 平屋　広大 加藤　大輔 厳　一峰 大橋勇也 小池達則 大竹雅之 松岡新也

尾久八幡中 尾久八幡中 丸善ｸﾗﾌﾞ ＫＭＳＣ ＫＭＳＣ Seedling 尾久八幡中 丸善ｸﾗﾌﾞ

平屋　徹 小沢卓人 松成貴洋 三富一輝 藤賀　晃 篠川　峻 根本将竹 吉川　格

尾久八幡中 妙典中 南成瀬ｸﾗﾌﾞ 南成瀬ｸﾗﾌﾞ 個人 綾瀬城山中 東金中 綾瀬城山中

橋本泰樹 細野裕人 新井祐将 吉田匡毅 高木和法 佐々木卓也 大谷計介 大橋遼介

丸善ｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 丸善ｸﾗﾌﾞ 丸善ｸﾗﾌﾞ 丸善ｸﾗﾌﾞ 港北ｸﾗﾌﾞ 丸善ｸﾗﾌﾞ ＫＭＳＣ

大滝理浩 塩野真人 三枝正典　 伊藤恭平 星野 寒川 上田 斉藤

日産ｼﾞｭﾆｱ 豊岡中 卓美ｼﾞｭﾆｱ 卓和ｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 港北ｸﾗﾌﾞ 妙典中 綾瀬城山中

田邊博之 奥沢拓郎 原　拡邦 末永直也 橋本 原田 渡辺 松本

袖ヶ浦ｸﾗﾌﾞ 袖ヶ浦ｸﾗﾌﾞ 個人 ＫＭＳＣ 綾瀬城山中 綾瀬城山中 華卓会 平間中

牧田道則 高宮　啓 森田有城 水原竜太 早坂 大関 鈴木 加藤

旭が丘中 日産ｼﾞｭﾆｱ 日産ｼﾞｭﾆｱ 浜岳中 平間中 桐蔭学園中 浜岳中 座間東中
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中学２年生男子の部
第　 ３　 位 ベ 　ス　 ト　 ８

村守　実 三枝靖武　 牧田道則 藤本 橋本 奥田 大川 菖浦

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 卓美ｼﾞｭﾆｱ ＫＭＳＣ 大住中 綾北中 ｽﾘｰｴｽ 北の台中 北の台中

阿部　進 豊田　剛 廣田 今福 草柳 小沢 森山 佐藤

西中原中 日産ｼﾞｭﾆｱ 綾瀬中 日産ｼﾞｭﾆｱ 小田原OYC 南林間中 綾瀬城山中 南林間中

石原亮祐 小池順平 佐藤朋哉 井上慎太郎 星野 長崎 糸賀 波多野昇

北の台中 南林間中 南林間中 北の台中 華卓会 北の台中 志村三中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

石原亮祐 臼井　聡 加納利春 菅野志信 岡本 立石 小池 矢部

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 藤野中 浜須賀中 綾瀬中 上和田中 上和田中 藤野中 引地台中

堀内　亮 清水寿訓 平井貴史 竹内　大 小針 滝 橋本 杉本

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 上和田中 成瀬中 成瀬中 北陽中 北陽中 綾北中 綾北中

二見裕一郎 津曲貢司 河原智一 安達　聡 鈴木 小川 川久保 矢立

上和田中 上和田中 日産ｼﾞｭﾆｱ 上和田中 上和田中 綾瀬 浜須賀中 日産ｼﾞｭﾆｱ

草刈卓矢 笹村佳秀 波多一穂 高橋鑑史郎 河原 野村 小沢 江上

浜須賀中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 綾瀬城山中 港北ｸﾗﾌﾞ 港北ｸﾗﾌﾞ 宇都宮ｸﾗﾌﾞ 綾瀬城山中 綾瀬城山中

石川和明 佐藤広輔 森　康一 及川郁男 蛭田 原　和幸 岡田 阿部　徹

華卓会 華卓会 御所見中 公郷中 北の台中 大磯中 綾瀬中 港北ｸﾗﾌﾞ

福田健一 市村清隆 蛭田達郎 星　友和 斉藤　清 坂本 生沼 内田

御所見中 大矢部中 北の台中 北の台中 南台ｼﾞｭﾆｱ 北の台中 田中ｸﾗﾌﾞ 港北ｸﾗﾌﾞ

市村清隆 加藤　健 石井啓資 宮代　豊 小野 古尾谷 斉藤　慎 本野

大矢部中 田中ｸﾗﾌﾞ 田中ｸﾗﾌﾞ 大磯中 南台ｼﾞｭﾆｱ 大野中 伊勢原中 麻溝台中

竹内伸一 田中　亮 広田正志 大木　久 新開 砂川 宇野 下野

御所見中 南台ｼﾞｭﾆｱ 伊勢原中 御所見中 善行中 寒川中 松浪中 大野中

野路　忠 馬場健一 大柳 青山 青木 小林 赤坂 堤島

野路ｸﾗﾌﾞ 小田原卓友会 ＭＴＣ ＭＴＣ 中沢中 伊勢原中 ＭＴＣ 伊勢原中

田中達也 蛭田 渡辺理貴 山口 鈴上 笠松 上野 野路　実

鴨宮中 北の台中 青根中 青根中 栗原中 山王中 北の台中 野路ｸﾗﾌﾞ

内宮　誠 諸角 佐々木 田中達也 小黒 中尾 太田 井上　弘

青蘭ｸﾗﾌﾞ 野路ｸﾗﾌﾞ 相模丘中 鴨宮中 山王中 綾瀬中 青根中 青根中

内宮　誠 杉本 野原 三川 多田 渡辺 田中 広瀬

青蘭ｸﾗﾌﾞ 山王中 綾瀬中 山王中 北の台中 上溝中 山王中 綾瀬中

斉川　勉 片山 内藤 近藤 宇佐美 森屋 神山 高橋　慶

国府中 山王中 山王中 伊勢原中 伊勢原中 浜岳中 南足柄中 国府中
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