
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

2019 西沢　凛太 水元　心愛 廣田元二朗 花形　雅 近藤　快利 増田　華 相川　翔馬 植田　杏

3.26 相模原ｼﾞｭﾆｱ 偉関TTL 岸田ｸﾗﾌﾞ SENATAKU 横浜太洋ｼﾞｭﾆｱ JUPIC 松戸第六中 T.T.C平屋

2018 中野　琥珀 五十嵐のぞみ 藪下　拓未 堀江　こぺり 松岡　佑亮 杉田　くるみ 山本　煌翔 木田　美佑里

3.27 岸田ｸﾗﾌﾞ 丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ SENATAKU 卓精会 尾久八幡中 マイダス 嵐 千木良T.P.C

2017 近藤　快利 植田  杏 山本　煌翔 狩野　琴春 八島　大地 上田　紫乃 奥住　祐太 鯨津　萌々子

3.27 横浜太洋ｼﾞｭﾆｱ T.T.C平屋 嵐  K＆Mｼﾞｭﾆｱ 尾久八幡中 ＴＳＩ ｼﾞｭﾆｱ 尾久八幡中  K＆Mｼﾞｭﾆｱ

2016 廣田  元二朗 島村　果怜 廣田遼太朗 上田　紫乃 後藤　世羽 小野　桃寧 剣持　将作 松本　紗陽花

3.28 岸田ｸﾗﾌﾞ ＭＤｼﾞｭﾆｱ 岸田ｸﾗﾌﾞ ＴＳＩ ｼﾞｭﾆｱ マイダス 偉関TTL TSI ｼﾞｭﾆｱ 東村山ｼﾞｭﾆｱ

2015 八幡　陽介 関口　莉桜 加藤　翔 荒木　桂奈 伊藤　礼博 松本　紗陽花 木田　蓮斗 稲葉　文子

3.27 岸田ｸﾗﾌﾞ 礼武道場 T.T.C平屋 翼の丘TTC 千木良T.P.C. 東村山ｼﾞｭﾆｱ 千木良T.P.C. 丸山台中

2014 三木　隼 山口　美咲 伊藤　礼博 堀田　優果 土屋　天人 松本紗陽花 杉本　和也 長﨑　美柚

3.27 岸田ｸﾗﾌﾞ 羽佳卓球ｸﾗﾌﾞ 千木良T.P.C. 岸田ｸﾗﾌﾞ 実践学園中 東村山ｼﾞｭﾆｱ 横浜太洋Jr 岸田ｸﾗﾌﾞ

2013 小松　啓也 新井和夏葉 中村　光人 坪田　彩音 田原　彰悟 秋山　星 岩本　岬 長﨑　美柚

3.27 相模原ｼﾞｭﾆｱ 丸子橋卓球スタジオ マイダス ﾍﾞｱｰｽﾞｼﾞｭﾆｱ マイダス マイダス 岸田ｸﾗﾌﾞ 岸田ｸﾗﾌﾞ

2012 遠藤　幹太 八幡明日香 杉本　和也 杉本　恵 福澤　佑麻 高岩　萌枝 小田　康介 尾島　奏穂

3.26 新星ｸﾗﾌﾞ 岸田ｸﾗﾌﾞ 横浜ｼﾞｭﾆｱ 横浜ｼﾞｭﾆｱ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ たなかｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 市貝中

2011

3.26

2010 杉本　和也 青木　萌恵 小林　大悟 加藤　寿実 小塙  祐太 中本　有香 片岡　弘紀 太田　有美

3.28 日産ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ T.T.C平屋 益子卓球ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ ＭＤ相模 益子卓球ｼﾞｭﾆｱ 東高津中  it's MO ｼﾞｭﾆｱ 日産ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

2009 蛭田　龍 松井　桃華 三谷　悠人 野方　奈摘 田中　圭亮 渡辺　美芳 阿部　雄太 須藤　洸

3.27 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ MDｼﾞｭﾆｱ ＭＫクラブ 個人 ＴＬＣ．Ｊｒ T.T.C平屋 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

2008 遠藤　碧人 西出りさこ　 厚地　一樹 田中愛弥香 中村　隼輔 美濃口千夏 山本　勝也 阿部　 実摘

3.26 新星クラブ 杜卓球クラブ 日産ｼﾞｭﾆｱ マイダス 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 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

2007 坂本　来太 加藤　美優 宮本　幸典 林　めぐみ 阿部　雄太 須藤　洸 笹尾　卓人 阿部　実摘

3.27 津田一真塾 美鷹ｸﾗﾌﾞ ＴＬＣ．Ｊｒ 個人 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 日産ｼﾞｭﾆｱ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

2006 関谷　樹 苅部　未来 町田　幸希 阿部　実摘 財田　滉太 榎本　里奈

3.20 藤岡ＪＴＣ 華卓会 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

2005 大野　泰士 中河　博子 町　飛雄馬 榎本　里奈 細野　隼人 坂本　瑞穂

3.20 双葉卓球ｽﾎﾟ少 健勝苑ｼﾞｭﾆｱ 岸田クラブ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 華頂女子中

2004 森園　政崇 三浦　由美子 水谷　聡 金江　夏美 岡田　由紘 保科しおり

3.20 ひばりヶ丘.Jr ひばりヶ丘.Jr 東和ジュニア ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 町田ジュニア ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

2003 橋本　唯史 森園　美咲 小方　友貴 浅川　恵美 須藤　晴信 伊積ひかり

3.21 丸善ｸﾗﾌﾞ ひばりヶ丘.Jr 丸善ｸﾗﾌﾞ 日中卓球 尾久八幡中 ＩＦＣ

2002 橋本　唯史 伊積ひかり 中井　友紀 小川　直子 平屋　徹 秦　由利香

3.21 丸善ｸﾗﾌﾞ ＩＦＣ 丸善ｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 尾久八幡中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

2001 大谷　泰平 原　ちひろ 金井　大 貝川　美季 橋本　泰樹 中熊　沙織

3.20 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ＫＭＳＣ ＫＭＳＣ Seedling 丸善ｸﾗﾌﾞ ＫＭＳＣ
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中学２年生の部小学生低学年の部 小学生高学年の部 中学１年生の部
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東日本大震災のため中止となりました。
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24 ☆ ☆
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22 ☆ ☆
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男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

中学２年生の部小学生低学年の部 小学生高学年の部 中学１年生の部
回

2000 原　慶光 貝川　美季 金嶋　泰 森藤ひろみ 大滝　理浩 福田妃沙子

3.20 ＫＭＳＣ Seedling 綾瀬中 寒川東中 日産ｼﾞｭﾆｱ 華卓会

1999 堀打　哲生 西田　渚 塩野　真人 坂本　真織 田邊　博之 根本佳代子

3.21 華卓会 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾌｼﾞｲｹｼﾞｭﾆｱ 日産ｼﾞｭﾆｱ 袖ヶ浦ｸﾗﾌﾞ 華卓会

Ｈ10 半田　卓也 西田　渚 森田　翔樹 根本佳代子 牧田　道則 牧野久美子

3.21 華卓会 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ＩＴＳ三鷹 華卓会 旭が丘中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

Ｈ９ 森田　有城 森藤ともみ 中野　秀紀 牧野久美子 村守　　実 秦　麻奈美

3.20 日産ｼﾞｭﾆｱ ＫＭＳＣ 志村第三中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

Ｈ８ 中野　秀紀 山崎　彩恵 三枝　靖武 秦　麻奈美 阿部　進 斉藤　睦実

3.20 ＩＴＳ三鷹 華卓会 卓美ｼﾞｭﾆｱ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 西中原中 華卓会

Ｈ７ 三枝　靖武 山崎　彩恵 豊田　　剛 斉藤　睦実 石原　亮祐 西田　梓

3.21 卓美ｼﾞｭﾆｱ 華卓会 日産ｼﾞｭﾆｱ 華卓会 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

Ｈ６ 湯本　修 森山あづさ 松井　祐司 佐藤　麻衣 石原　亮祐 西田　梓

3.21 華卓会 ＫＭＳＣ 小田原OYC ＫＭＳＣ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

Ｈ５ 波多野　昇 佐藤　麻衣 松井　雅史 杉山　啓子 堀内　亮 柏倉　宏美

3.2 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ＫＭＳＣ 小田原OYC ＫＭＳＣ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

Ｈ４ 田中　俊之 西田　　梓 堀内　　亮 北原　利奈 二見裕一郎 布施　敦子

3.2 港北ｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 浜須賀中 上和田中 伊勢原中

Ｈ３ 堀内　亮 柏倉　宏美 江島　信広 一井　彩子 草刈　卓矢 二見久美子

3.21 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 伊勢原中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 浜須賀中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

Ｈ２ 田中　俊之 一井　彩子 野沢　誠 二見久美子 石川　和明 岸田　聡子

3.21 港北ｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 華卓会 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 華卓会 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

Ｈ元 橋本　剛 二見久美子 阿部　徹 岸田　聡子 福田　健一 蛭田麻里子

3.21 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 港北ｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 御所見中 上和田中

Ｓ63 阿部　徹 柴田　智恵 斎藤　清 渡辺　美樹 市村　清隆 渡辺真紀子

3.21 港北ｸﾗﾌﾞ 河合ｸﾗﾌﾞ 南台ｼﾞｭﾆｱ 南郷ｸﾗﾌﾞ 大矢部中 山王中

Ｓ62 市村　清隆 高石　恵理 加藤　　健 鈴木　芳枝 竹内　伸一 山中百々子

3.21 ＦＴＣ 高石ｼﾞｭﾆｱ 田中ｸﾗﾌﾞ 宇都宮ｸﾗﾌﾞ 御所見ｸﾗﾌﾞ 宇都宮ｸﾗﾌﾞ

Ｓ61 三橋　康至 柳田　未幸 森田　　稔 松井　玲子 野路　　忠 関沢　亜紀

3.21 森崎ｸﾗﾌﾞ 河合ｸﾗﾌﾞ 伊勢原中 汲沢中 野路ｸﾗﾌﾞ 宇都宮ｸﾗﾌﾞ

Ｓ60 戸谷田剛秀 岡部　勝美 野路　　忠 及川季代子 田中　達也 青池　優美

3.21 森崎ｸﾗﾌﾞ 野路ｸﾗﾌﾞ 野路ｸﾗﾌﾞ なかよしｸﾗﾌﾞ 鴨宮中 河合ｸﾗﾌﾞ

Ｓ59 野路　忠 及川季代子 野路　　実 小池美佳子 内宮　誠 河合　雅世

3.20 野路ｸﾗﾌﾞ なかよしｸﾗﾌﾞ 野路ｸﾗﾌﾞ 相模丘中 青蘭ｸﾗﾌﾞ 河合ｸﾗﾌﾞ

Ｓ58 渡辺理貴 河合　雅世 松井　正幸 渡辺　智子 内宮　誠 坂本真理子

3.27 南台卓球 高倉ｸﾗﾌﾞ 卓友会 南郷中 青蘭ｸﾗﾌﾞ 綾瀬中

Ｓ57 池田 今 内宮　　誠 橋本 斎川　　勉 曽根　綾子

3.28 大西学園 すずらん 青蘭ｸﾗﾌﾞ 酒匂中 国府中 国府中
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