
令和元年度　ニッタク杯　川崎オープン小学生卓球大会

とき： ところ：カルッツかわさき

☆ 優勝 準優勝 第3位 第3位 第5位 第5位 第5位 第5位

藤本　将太 杉田　蓮 嶋田　凰雅 上條　衣琉 李　致遠 林　優太 戸崎　勇登 岩井　真翔

丸善クラブ マイダス マイダス 岸田クラブ マイダス 丸子橋卓球スタジオ 岸田クラブ TOM卓球倶楽部

中村　魁允 西村　力真 鈴木　斗翔 宮田　鈴ノ介 中田　惺大 下山　櫂豊 長本　有生 松崎　優樹

酒匂卓球キッズ Hachitaku 太田REO卓球 TEAM SEIYA 柏ソレイユ 礼武道場 早実キッズ MDジュニア

枝川　櫻子 野々宮　好芭 岩木　優芽 堀口　裕乃 中島　莉花 土谷　愛美

すぽたまJr. MDジュニア MDジュニア 相模原ジュニア KYOWA　KIRIN　T.T.S 横須賀リトルクラブ

山崎　夕奈 玉井　美帆 藤元　さや 赤嶺　登愛 岩崎　光来

偉関TTL Hachitaku 柏ソレイユ すぽたまJr. TSIジュニア

松崎　雅樹 倉﨑　映二 荘司　優斗 濱野　友希 中司　良心 今福　瀧司

MDジュニア 平野M's卓球 丸善クラブ TEAM SEIYA タウンズエイト 岸田クラブ

大橋　来美 池田　稟 宮澤　真唯 根本　藍花

YOYO　TAKKYU 丸善クラブ 偉関TTL やまと幼稚園

須藤　舞 安田　陽智 吉田　有吾 山本　雄志 髙橋　晴陽 笠井　空翔 小菅　美緒 宮本　亘

MDジュニア 川崎卓球ジム 卓球広場　Link 川崎卓球ジム Hachitaku 川崎卓球ジム 川崎卓球ジム マイダス
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■ホープス男子 予選リーグ　～　決勝トーナメント ※入賞ベスト８

（１コート）

勝田　龍翔 宮部　竜伍 石榑　大志 杉田　蓮
狛江少年卓球クラブ 多摩スポーツJr. 岸田クラブ マイダス

石井　陽那太
礼武道場

（2コート　1番目）

⾧谷川　陽希 西本　至志 平　晄太 馬場　航輝
酒匂卓球キッズ 丸善クラブ アンカー 偉関TTL

（2コート　2番目）

若林　寿音 坂口　達也 二宮　佑斗 林　優太
マイダス 梅屋敷卓球クラブ たなかクラブ 丸子橋卓球スタジオ

（3コート　1番目）

村田　直毅 鷲津　玖音 塩田　瑞樹 神山　椋建
岸田クラブ team蛇の目 鶴園相模クラブ 島田樟誠ジュニア

（3コート　2番目）

福田　瑞希 藤田　颯太 山之内　煌 宮川　大樹
柏ソレイユ つつじヶ丘SS アンカー 平野M's卓球

（4コート　1番目）

児珠　拓実 田中　康平 川上　真夢 上條　衣琉
薬師寺ＴＴＣ マイダス YOYO　TAKKYU 岸田クラブ

（4コート　2番目）

竹之内　祐希 小山　健太 岩井　真翔 北川　翼
狛江少年卓球クラブ TEAM SEIYA TOM卓球倶楽部 MDジュニア

（5コート　1番目）

箱崎　凌 今田　陽 金井　悠樹 雨宮　星
アンカー 鶴園相模クラブ 川崎卓球ジム FLAT　HILL

（5コート　2番目）

小松　泰雅 堀田　旺太郎 藤岡　眞大 嶋田　凰雅
TOM卓球三昧 板橋第十小 東京テーブルテニスクラブ マイダス

（6コート　1番目）

岩田　喜輔 中山　詠太 杉下　大智 中田　裕大
狛江少年卓球クラブ 卓球広場　Link アンカー 柏ソレイユ

（6コート　2番目）

池田　波登 安達　陸 川嶋　康太郎 中山　煌大
Victory江東クラブ 梅屋敷卓球クラブ Hachitaku 川崎卓球ジム

（7コート1番目）

井村　優也 井出　恵 藤渡　奏 戸崎　勇登
アンカー つつじヶ丘SS 鶴園相模クラブ 岸田クラブ

（7コート　2番目）

小野田　陽太 斉藤　瑛介 清　徹馬 佐藤　翔
大井川スポーツ少年団 鶴園相模クラブ たなかクラブ 国府台小学校

（8コート　1番目）

李　致遠 永江　櫻 岡崎　拓海 広瀬　莉空
マイダス 梅屋敷卓球クラブ team蛇の目 相模原ジュニア

（8コート　2番目）

保坂　天俉 松井　義成 露木　要 吉元　巽海
LE　COURS Dax卓球クラブ アンカー 横須賀リトルクラブ

（9コート）

栗田　漣 中谷　脩 伊藤　駿之介 藤本　将太
Ｒ＆Ｍ 吉祥寺卓球倶楽部 岸田クラブ 丸善クラブ

小此木　奏澄
マイダス

杉田　蓮 ３　－　２ 藤本　将太

※決勝トーナメントは1・２コートで実施
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■ホープス男子 2位トーナメント　※3・4コートで実施

■ホープス男子 3位トーナメント　※5・6コートで実施

■ホープス男子 4・5位トーナメント　※7・8コートで実施

P4 小此木　奏澄 栗田　漣 中谷　脩 伊藤　駿之介 藤本　将太
A5 石井　陽那太 勝田　龍翔 宮部　竜伍 石榑　大志 杉田　蓮
O4 保坂　天俉 松井　義成 露木　要 吉元　巽海
N4 李　致遠 永江　櫻 岡崎　拓海 広瀬　莉空
M4 小野田　陽太 斉藤　瑛介 清　徹馬 佐藤　翔
L4 井村　優也 井出　恵 藤渡　奏 戸崎　勇登
K4 池田　波登 安達　陸 川嶋　康太郎 中山　煌大
J4 岩田　喜輔 中山　詠太 杉下　大智 中田　裕大
I4 小松　泰雅 堀田　旺太郎 藤岡　眞大 嶋田　凰雅
H4 箱崎　凌 今田　陽 金井　悠樹 雨宮　星
G4 竹之内　祐希 小山　健太 岩井　真翔 北川　翼
F4 児珠　拓実 田中　康平 川上　真夢 上條　衣琉
E4 福田　瑞希 藤田　颯太 山之内　煌 宮川　大樹
D4 村田　直毅 鷲津　玖音 塩田　瑞樹 神山　椋建
C4 若林　寿音 坂口　達也 二宮　佑斗 林　優太
B4 ⾧谷川　陽希 西本　至志 平　晄太 馬場　航輝
P5 小此木　奏澄 栗田　漣 中谷　脩 伊藤　駿之介 藤本　将太
A4 石井　陽那太 勝田　龍翔 宮部　竜伍 石榑　大志 杉田　蓮

P3 小此木　奏澄 栗田　漣 中谷　脩 伊藤　駿之介 藤本　将太
O3 保坂　天俉 松井　義成 露木　要 吉元　巽海
N3 李　致遠 永江　櫻 岡崎　拓海 広瀬　莉空
M3 小野田　陽太 斉藤　瑛介 清　徹馬 佐藤　翔
L3 井村　優也 井出　恵 藤渡　奏 戸崎　勇登
K3 池田　波登 安達　陸 川嶋　康太郎 中山　煌大
J3 岩田　喜輔 中山　詠太 杉下　大智 中田　裕大
I3 小松　泰雅 堀田　旺太郎 藤岡　眞大 嶋田　凰雅
H3 箱崎　凌 今田　陽 金井　悠樹 雨宮　星
G3 竹之内　祐希 小山　健太 岩井　真翔 北川　翼
F3 児珠　拓実 田中　康平 川上　真夢 上條　衣琉
E3 福田　瑞希 藤田　颯太 山之内　煌 宮川　大樹
D3 村田　直毅 鷲津　玖音 塩田　瑞樹 神山　椋建
C3 若林　寿音 坂口　達也 二宮　佑斗 林　優太
B3 ⾧谷川　陽希 西本　至志 平　晄太 馬場　航輝
A3 石井　陽那太 勝田　龍翔 宮部　竜伍 石榑　大志 杉田　蓮

P2 小此木　奏澄 栗田　漣 中谷　脩 伊藤　駿之介 藤本　将太
O2 保坂　天俉 松井　義成 露木　要 吉元　巽海
N2 李　致遠 永江　櫻 岡崎　拓海 広瀬　莉空
M2 小野田　陽太 斉藤　瑛介 清　徹馬 佐藤　翔
L2 井村　優也 井出　恵 藤渡　奏 戸崎　勇登
K2 池田　波登 安達　陸 川嶋　康太郎 中山　煌大
J2 岩田　喜輔 中山　詠太 杉下　大智 中田　裕大
I2 小松　泰雅 堀田　旺太郎 藤岡　眞大 嶋田　凰雅
H2 箱崎　凌 今田　陽 金井　悠樹 雨宮　星
G2 竹之内　祐希 小山　健太 岩井　真翔 北川　翼
F2 児珠　拓実 田中　康平 川上　真夢 上條　衣琉
E2 福田　瑞希 藤田　颯太 山之内　煌 宮川　大樹
D2 村田　直毅 鷲津　玖音 塩田　瑞樹 神山　椋建
C2 若林　寿音 坂口　達也 二宮　佑斗 林　優太
B2 ⾧谷川　陽希 西本　至志 平　晄太 馬場　航輝
A2 石井　陽那太 勝田　龍翔 宮部　竜伍 石榑　大志 杉田　蓮



■カブ男子 予選リーグ　～　決勝トーナメント ※入賞ベスト８

（１３コート）

 梶　辰秀 及川　悠吾 鈴木　晴大 中村　魁允
 個人 つつじヶ丘SS T.T.C 酒匂卓球キッズ

味岡　理央
TEAM SEIYA

（14コート　1番目）

村山　源希 瀬尾　隆仁 高間　翔大 大窪　理央
アンカー すぽたまJr. TEAM SEIYA 丸善クラブ

（14コート　2番目）

萩原　快吏 池田　虎以 天野　遥空 中田　惺大
MDジュニア ドリーム 横浜太洋ジュニア 柏ソレイユ

（15コート　1番目）

藤原　隼斗 小池　次郎 藤井　新太 ⾧本　有生
酒匂卓球キッズ Hachitaku TEAM SEIYA 早実キッズ

（15コート　2番目）

上村　奏人 ⾧谷部　蒼昊 中野　聖那 鈴木　斗翔
T.T.C つつじヶ丘SS 岸田クラブ 太田REO卓球

（16コート　1番目）

宮崎　和真 陳　瀚翔 段　田英喬 西村　力真
個人 横浜太洋ジュニア Dax卓球クラブ Hachitaku

（16コート　2番目）

須永　陸雲 中芝　陸 平　瑛太 後藤　央甫
T.T.C TEAM SEIYA アンカー team蛇の目

（17コート　1番目）

下山　櫂豊 水上　朝陽 篠﨑　玲惺 中村　来哉
礼武道場 つつじヶ丘SS すぽたまJr. 酒匂卓球キッズ

（17コート　2番目）

手塚　陸 田中　貫太 深澤　健太 戸崎　哉登
Victory江東クラブ 多摩スポーツJr. たなかクラブ 岸田クラブ

（18コート　1番目）

菅原　睦月 梶　辰秀 宮田　鈴ノ介  田中　大地
川崎卓球ジム 個人 TEAM SEIYA  FLAT　HILL

（18コート　2番目）

中山　愛翔 山﨑　璃月 山口　陽斗 松崎　優樹
T.T.C 個人 横浜太洋ジュニア MDジュニア

中村　魁允 ３　－　０ 西村　力真

※決勝トーナメントは13コートで実施
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■カブ男子 2位トーナメント　※14コートで実施

■カブ男子 3位トーナメント　※15コートで実施

■カブ男子 4・5位トーナメント　※16コートで実施

K4 中山　愛翔 山﨑　璃月 山口　陽斗 松崎　優樹

A5 味岡　理央 梶　辰秀 及川　悠吾 鈴木　晴大 中村　魁允

I4 手塚　陸 田中　貫太 深澤　健太 戸崎　哉登

H4 下山　櫂豊 水上　朝陽 篠﨑　玲惺 中村　来哉

G4 須永　陸雲 中芝　陸 平　瑛太 後藤　央甫

F4 宮崎　和真 陳　瀚翔 段　田英喬 西村　力真

E4 上村　奏人 ⾧谷部　蒼昊 中野　聖那 鈴木　斗翔

B4 村山　源希 瀬尾　隆仁 高間　翔大 大窪　理央

D4 藤原　隼斗 小池　次郎 藤井　新太 ⾧本　有生

C4 萩原　快吏 池田　虎以 天野　遥空 中田　惺大

中村　魁允

J4 菅原　睦月 梶　辰秀 宮田　鈴ノ介 田中　大地

A4 味岡　理央 梶　辰秀 及川　悠吾 鈴木　晴大

K3 中山　愛翔 山﨑　璃月 山口　陽斗 松崎　優樹

J3 菅原　睦月 梶　辰秀 宮田　鈴ノ介 田中　大地

I3 手塚　陸 田中　貫太 深澤　健太 戸崎　哉登

H3 下山　櫂豊 水上　朝陽 篠﨑　玲惺 中村　来哉

G3 須永　陸雲 中芝　陸 平　瑛太 後藤　央甫

F3 宮崎　和真 陳　瀚翔 段　田英喬 西村　力真

E3 上村　奏人 ⾧谷部　蒼昊 中野　聖那 鈴木　斗翔

D3 藤原　隼斗 小池　次郎 藤井　新太 ⾧本　有生

C3 萩原　快吏 池田　虎以 天野　遥空 中田　惺大

中村　魁允

B3 村山　源希 瀬尾　隆仁 高間　翔大 大窪　理央

A3 味岡　理央 梶　辰秀 及川　悠吾 鈴木　晴大

K2 中山　愛翔 山﨑　璃月 山口　陽斗 松崎　優樹

J2 菅原　睦月 梶　辰秀 宮田　鈴ノ介 田中　大地

I2 手塚　陸 田中　貫太 深澤　健太 戸崎　哉登

H2 下山　櫂豊 水上　朝陽 篠﨑　玲惺 中村　来哉

G2 須永　陸雲 中芝　陸 平　瑛太 後藤　央甫

F2 宮崎　和真 陳　瀚翔 段　田英喬 西村　力真

E2 上村　奏人 ⾧谷部　蒼昊 中野　聖那 鈴木　斗翔

D2 藤原　隼斗 小池　次郎 藤井　新太 ⾧本　有生

C2 萩原　快吏 池田　虎以 天野　遥空 中田　惺大

中村　魁允

B2 村山　源希 瀬尾　隆仁 高間　翔大 大窪　理央

A2 味岡　理央 梶　辰秀 及川　悠吾 鈴木　晴大



■ホープス女子 予選リーグ　～　決勝トーナメント ※入賞ベスト６

（10コート　1番目）

小磯　秋瑛 宮内　百花 岩木　優芽 荘司　愛菜
TSIジュニア つくば明光卓球クラブ MDジュニア 丸善クラブ

（10コート　2番目）
菅原　理楊 中島　莉花 鈴木　咲菜 小峰　まなみ

Dax卓球クラブ KYOWA　KIRIN　T.T.S MDジュニア 岸田クラブ

（11コート　1番目）
藤沢　きらり 枝川　櫻子 間込　穂乃花  小林　虹心
LE　COURS すぽたまJr. 平野M's卓球  柏ソレイユ

（11コート　2番目）
谷内　花奏 中川　絵梨奈 千本木　詩乃 土谷　愛美

酒匂卓球キッズ 岸田クラブ Hachitaku 横須賀リトルクラブ

（12コート　1番目）
山村　志穂 浅見　江里佳 中野　ひまり 野々宮　好芭
LE　COURS TEAM SEIYA YOYO　TAKKYU MDジュニア

（12コート　2番目）
柳　優子 平松　在璃伽 堀口　裕乃  齋藤　那々子
柏ソレイユ KYOWA　KIRIN　T.T.S 相模原ジュニア  team蛇の目

枝川　櫻子 ３　－　１ 野々宮　好芭

※決勝トーナメントは9コートで実施

A 4 3 2 1

C 12 11 10 9

B 8 7 6 5

21

D 16 15 14 13

E 20 19 18 17

決勝

F 24 23 22

■ホープス女子 2位トーナメント　※10コートで実施

■ホープス女子 3位トーナメント　※11コートで実施

■ホープス女子 4位トーナメント　※12コートで実施

F4 柳　優子 平松　在璃伽 堀口　裕乃 齋藤　那々子

D4 谷内　花奏 中川　絵梨奈 千本木　詩乃 土谷　愛美

E4 山村　志穂 浅見　江里佳 中野　ひまり 野々宮　好芭

B4 菅原　理楊 中島　莉花 鈴木　咲菜 小峰　まなみ

C4 藤沢　きらり 枝川　櫻子 間込　穂乃花 小林　虹心

A4 小磯　秋瑛 宮内　百花 岩木　優芽 荘司　愛菜

F3 柳　優子 平松　在璃伽 堀口　裕乃 齋藤　那々子

D3 谷内　花奏 中川　絵梨奈 千本木　詩乃 土谷　愛美

E3 山村　志穂 浅見　江里佳 中野　ひまり 野々宮　好芭

B3 菅原　理楊 中島　莉花 鈴木　咲菜 小峰　まなみ

C3 藤沢　きらり 枝川　櫻子 間込　穂乃花 小林　虹心

A3 小磯　秋瑛 宮内　百花 岩木　優芽 荘司　愛菜

F2 柳　優子 平松　在璃伽 堀口　裕乃 齋藤　那々子

D2 谷内　花奏 中川　絵梨奈 千本木　詩乃 土谷　愛美

E2 山村　志穂 浅見　江里佳 中野　ひまり 野々宮　好芭

B2 菅原　理楊 中島　莉花 鈴木　咲菜 小峰　まなみ

C2 藤沢　きらり 枝川　櫻子 間込　穂乃花 小林　虹心

A2 小磯　秋瑛 宮内　百花 岩木　優芽 荘司　愛菜



■カブ女子 予選リーグ　～　決勝トーナメント ※入賞ベスト５

（32コート　1番目）

須藤　美名 庄野　菜菜 馬場　桃香 玉井　美帆
FLAT　HILL 多摩スポーツJr. 偉関TTL Hachitaku

安藤　澄泉
朝霞ジュニア卓球クラブ

（32コート　2番目）
西田　優羽 東屋　歩美 岩崎　光来 細川　柚貴
川崎卓球ジム T.L.C.Jr TSIジュニア 丸子橋卓球スタジオ

（30コート　1番目）
石崎　友結 赤嶺　登愛 山下　夏海 大胡　那奈

T-Field すぽたまJr. SENATAKU 宇佐美卓球スポーツ少年団

（30コート　2番目）
林　佳穂 山崎　夕奈 継　美咲 草間　あいる

酒匂卓球キッズ 偉関TTL マイダス 宇佐美卓球スポーツ少年団

上嶋　花梨
T.T.C

（31コート）
松澤　七海 中村　有柚 坂田　光羽 坂本　明日菜
FLAT　HILL 鶴園相模クラブ 丸子橋卓球スタジオ 横浜太洋ジュニア

藤元　さや
柏ソレイユ

玉井　美帆 　　－　3 山崎　夕奈

※決勝トーナメントは29コートで実施
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■カブ女子 2位トーナメント　※30コートで実施

■カブ女子 3位トーナメント　※31コートで実施

■カブ女子 4・5位トーナメント　※32コートで実施

E4 藤元　さや 松澤　七海 中村　有柚 坂田　光羽 坂本　明日菜
A5 安藤　澄泉 須藤　美名 庄野　菜菜 馬場　桃香 玉井　美帆
B4 西田　優羽  東屋　歩美 岩崎　光来 細川　柚貴
D4 上嶋　花梨 林　佳穂 山崎　夕奈 継　美咲 草間　あいる
C4 石崎　友結 赤嶺　登愛 山下　夏海  大胡　那奈
D5 上嶋　花梨 林　佳穂 山崎　夕奈 継　美咲 草間　あいる
E5 藤元　さや 松澤　七海 中村　有柚 坂田　光羽 坂本　明日菜
A4 安藤　澄泉 須藤　美名 庄野　菜菜 馬場　桃香 玉井　美帆

E3 藤元　さや 松澤　七海 中村　有柚 坂田　光羽 坂本　明日菜
D3 上嶋　花梨 林　佳穂 山崎　夕奈 継　美咲 草間　あいる
C3 石崎　友結 赤嶺　登愛 山下　夏海 大胡　那奈
B3 西田　優羽 東屋　歩美 岩崎　光来 細川　柚貴
A3 安藤　澄泉 須藤　美名 庄野　菜菜 馬場　桃香 玉井　美帆

E2 藤元　さや 松澤　七海 中村　有柚 坂田　光羽 坂本　明日菜
D2 上嶋　花梨 林　佳穂 山崎　夕奈 継　美咲 草間　あいる
C2 石崎　友結 赤嶺　登愛  山下　夏海 大胡　那奈
B2 西田　優羽 東屋　歩美 岩崎　光来 細川　柚貴
A2 安藤　澄泉 須藤　美名 庄野　菜菜 馬場　桃香 玉井　美帆



■バンビ男子 予選リーグ　～　決勝トーナメント ※入賞ベスト６

（27コート　1番目）

今福　櫂司 陳　駿騰 奥田　康亮 松崎　雅樹
岸田クラブ 横浜太洋ジュニア YOYO　TAKKYU MDジュニア

鈴木　惇平
柏ソレイユ

（27コート　2番目）
ファン　サン 山下　陸示 石塚　大智 中司　良心
LE　COURS YOYO　TAKKYU 羽佳卓球倶楽部 タウンズエイト

（28コート　1番目）
石崎　正徠 角田　勇人 上野　冬真 荘司　優斗

T-Field 千葉クラブ 平野M's卓球 丸善クラブ

（28コート　2番目）
谷内　凌央 松浦　睦空 川口　陽向 今福　瀧司

酒匂卓球キッズ KYOWA　KIRIN　T.T.S YOYO　TAKKYU 岸田クラブ

（29コート　1番目）
吉岡　良 細川　栞汰 濱野　友希 中澤　侑也
マイダス YOYO　TAKKYU TEAM SEIYA ドリーム

（29コート　2番目）
杉下　侑人 角田　一護 遠山　輝 倉﨑　映二

アンカー 千葉クラブ YOYO　TAKKYU 平野M's卓球
若山　永空

チガタク

松崎　雅樹 ３　－ 倉﨑　映二
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※決勝トーナメントは24コートで実施
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■バンビ男子 2位トーナメント　※25コートで実施

■バンビ男子 3位トーナメント　※26コートで実施

■バンビ男子 4・5位トーナメント　※27コートで実施

F4 若山　永空 杉下　侑人 角田　一護 遠山　輝 倉﨑　映二
A5 鈴木　惇平 今福　櫂司 陳　駿騰 奥田　康亮 松崎　雅樹
E4 吉岡　良 細川　栞汰 濱野　友希 中澤　侑也
D4 谷内　凌央 松浦　睦空 川口　陽向 今福　瀧司
C4 石崎　正徠 角田　勇人 上野　冬真 荘司　優斗
B4  ファン　サン 山下　陸示 石塚　大智 中司　良心

松崎　雅樹
F5 若山　永空 杉下　侑人 角田　一護 遠山　輝 倉﨑　映二
A4 鈴木　惇平 今福　櫂司 陳　駿騰 奥田　康亮

F3 若山　永空 杉下　侑人 角田　一護 遠山　輝 倉﨑　映二
E3 吉岡　良 細川　栞汰 濱野　友希 中澤　侑也
D3 谷内　凌央 松浦　睦空 川口　陽向 今福　瀧司
C3 石崎　正徠 角田　勇人 上野　冬真 荘司　優斗

松崎　雅樹
B3 ファン　サン 山下　陸示 石塚　大智 中司　良心
A3 鈴木　惇平 今福　櫂司 陳　駿騰 奥田　康亮

F2 若山　永空 杉下　侑人 角田　一護 遠山　輝 倉﨑　映二
E2 吉岡　良 細川　栞汰 濱野　友希 中澤　侑也
D2 谷内　凌央 松浦　睦空 川口　陽向 今福　瀧司
C2 石崎　正徠 角田　勇人 上野　冬真 荘司　優斗

松崎　雅樹
B2 ファン　サン 山下　陸示  石塚　大智 中司　良心
A2 鈴木　惇平 今福　櫂司 陳　駿騰 奥田　康亮



■バンビ女子 予選リーグ　～　決勝トーナメント ※入賞ベスト４

（25コート1番目）

新井　想来 西田　希帆 渡邊　陽向 大橋　来美

丸子橋卓球スタジオ 川崎卓球ジム LE　COURS YOYO　TAKKYU

（25コート2番目）

髙橋　柚子葉 大橋　歩美 宮澤　真唯 藤原　優奈

マイダス YOYO　TAKKYU 偉関TTL 酒匂卓球キッズ

（26コート1番目）

加藤　凜 小田切　椿 井上　優 池田　稟

個人 偉関TTL SHOUEI 丸善クラブ

（26コート2番目）

米山　茉緒 細川　真花 安達　音々 根本　藍花

チガタク YOYO　TAKKYU 梅屋敷卓球クラブ やまと幼稚園

大橋　来美 ３　－　０ 池田　稟

※決勝トーナメントは23コートで実施
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■バンビ女子 2位トーナメント　※24コートで実施

■バンビ女子 3位トーナメント　※25コートで実施

■バンビ女子 4位トーナメント　※26コートで実施

A2 新井　想来 西田　希帆 渡邊　陽向 大橋　来美

C2 加藤　凜 小田切　椿 井上　優 池田　𦼹

B2 髙橋　柚子葉 大橋　歩美 宮澤　真唯 藤原　優奈

D2 米山　茉緒 細川　真花 安達　音々 根本　藍花

A3 新井　想来 西田　希帆 渡邊　陽向 大橋　来美

C3 加藤　凜 小田切　椿 井上　優 池田　𦼹

B3 髙橋　柚子葉 大橋　歩美 宮澤　真唯 藤原　優奈

D3 米山　茉緒 細川　真花 安達　音々 根本　藍花

A4 新井　想来 西田　希帆 渡邊　陽向 大橋　来美

C4 加藤　凜 小田切　椿 井上　優 池田　𦼹

B4 髙橋　柚子葉 大橋　歩美 宮澤　真唯 藤原　優奈

D4 米山　茉緒 細川　真花 安達　音々 根本　藍花



■初心者 予選リーグ　～　決勝トーナメント ※入賞ベスト８

（19コート　1番目）

笠井　空翔 吉谷　心花 佐藤　世与 内田　羽音

川崎卓球ジム T-Field Hachitaku 横浜太洋ジュニア

（19コート　2番目）

貞松　紅葉 河原　絢奈 須藤　舞 名坂　匠

ＭＯＮＡ 横浜太洋ジュニア MDジュニア 個人

（20コート　1番目）

磯野　雄大 藤岡　悠理 奥秋 永島　優

チガタク T.T.LABO TTC 川崎卓球ジム

（20コート　2番目）

湊　羚生 小山　莉奈 宮本　亘 武田　実

チガタク T-Field マイダス 横浜太洋ジュニア

（21コート　1番目）

河原　真理奈 吉田　有吾 櫻庭　和佳 久保田　晴希

横浜太洋ジュニア 卓球広場　Link 川崎卓球ジム 玉縄TTC

（21コート　2番目）

池田　偲連　  三船　蒼葉 吉野　大和 山本　雄志

ドリーム  横浜太洋ジュニア チガタク 川崎卓球ジム

（22コート　1番目）

貞松　桜弥 中井　葵葉 藤岡　璃生 小菅　美緒

ＭＯＮＡ 卓球広場　Link T.T.LABO 川崎卓球ジム

（22コート　2番目）

大越　勇輝 小澤　日和  渡部　智喜 鈴木　帆高

個人 横浜太洋ジュニア  Dax卓球クラブ 玉縄TTC

（23コート　1番目）

小池　結仁 和泉　圭祐 藤田　美智瑠 安田　陽智

チガタク 個人 つつじヶ丘SS 川崎卓球ジム

（23コート　2番目）

富澤　琉 中谷　惇 山田　花香 小山　杏奈

狛江少年卓球クラブ 吉祥寺卓球倶楽部 丸子橋卓球スタジオ T-Field

（24コート）

松浦　夢果 髙橋　晴陽  芝崎　輝 武田　歩

KYOWA　KIRIN　T.T.S Hachitaku  麻溝卓球クラブ 横浜太洋ジュニア

須藤　舞 ３　－　 安田　陽智

※決勝トーナメントは19コートで実施
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G 28 27



■初心者 2位トーナメント　※20コートで実施

■初心者 3位トーナメント　※21コートで実施

■初心者 4位トーナメント　※22コートで実施

A2 笠井　空翔 吉谷　心花 佐藤　世与 内田　羽音

B2 貞松　紅葉 河原　絢奈 須藤　舞 名坂　匠

C2 磯野　雄大 藤岡　悠理 奥秋 永島　優

D2 湊　羚生 小山　莉奈 宮本　亘 武田　実

E2 河原　真理奈 吉田　有吾 櫻庭　和佳 久保田　晴希

F2 池田　偲連　 三船　蒼葉 吉野　大和 山本　雄志

G2 貞松　桜弥 中井　葵葉 藤岡　璃生 小菅　美緒

H2 大越　勇輝 小澤　日和 渡部　智喜 鈴木　帆高

I2 小池　結仁 和泉　圭祐 藤田　美智瑠 安田　陽智

A3 笠井　空翔 吉谷　心花 佐藤　世与 内田　羽音

J2 富澤　琉 中谷　惇 山田　花香 小山　杏奈

K2 松浦　夢果 髙橋　晴陽 芝崎　輝 武田　歩

B3 貞松　紅葉 河原　絢奈 須藤　舞 名坂　匠

C3 磯野　雄大 藤岡　悠理 奥秋 永島　優

D3 湊　羚生 小山　莉奈 宮本　亘 武田　実

E3 河原　真理奈 吉田　有吾 櫻庭　和佳 久保田　晴希

F3 池田　偲連　 三船　蒼葉 吉野　大和 山本　雄志

G3 貞松　桜弥 中井　葵葉 藤岡　璃生 小菅　美緒

H3 大越　勇輝 小澤　日和 渡部　智喜 鈴木　帆高

I3 小池　結仁 和泉　圭祐 藤田　美智瑠 安田　陽智

A4 笠井　空翔 吉谷　心花 佐藤　世与 内田　羽音

J3 富澤　琉 中谷　惇 山田　花香 小山　杏奈

K3 松浦　夢果 髙橋　晴陽 芝崎　輝 武田　歩

B4 貞松　紅葉 河原　絢奈 須藤　舞 名坂　匠

C4 磯野　雄大 藤岡　悠理 奥秋 永島　優

D4 湊　羚生 小山　莉奈 宮本　亘 武田　実

E4 河原　真理奈 吉田　有吾 櫻庭　和佳 久保田　晴希

F4 池田　偲連　 三船　蒼葉 吉野　大和 山本　雄志

G4 貞松　桜弥 中井　葵葉 藤岡　璃生 小菅　美緒

H4 大越　勇輝 小澤　日和 渡部　智喜 鈴木　帆高

I4 小池　結仁 和泉　圭祐 藤田　美智瑠 安田　陽智

J4 富澤　琉 中谷　惇 山田　花香 小山　杏奈

K4 松浦　夢果 髙橋　晴陽 芝崎　輝 武田　歩


