
令和元年度　川崎卓球選手権大会

とき： ところ：麻生スポーツセンター

★ 参加数 優勝 準優勝 第3位 第3位

戸辺　春希 泉　道人 佐藤　博紀 村瀬　貴斗

(美しが丘クラブ) (相原高校) (青嵐クラブ) (帝京大学)

越地　友里 松本 紗陽花 武山　真子 池本　由布

(ＭＤ相模) (日本女子大附高校) (相原高校) (CRONY)

佐藤　航
戸辺　春希

岡本　紘樹
山口　拓矢

木村　達彦
古川　聖

安田　湧
近藤　天空

(JFE京浜
・美しが丘ｸﾗ
ﾌﾞ)

(JFE京浜)
(MS卓球クラブ
・中原クラブ)

(YASUDA俱楽部)

池本　由布
橋本　麻美

松本 紗陽花
武山　真子

遠藤　桜菜
楠原　憧子

六波　羅希
宮島　彩乃

(CRONY
・BRAVE)

(日本女子大附高
校
・相原高校)

(赤翔馬) (ステルス)

(^^♪　入賞者の皆様おめでとうございます！　

女子ダブルス 24

令和2年1月13日

男子シングルス 218

女子シングルス 48

男子ダブルス 93



男子シングルス (1) ※入賞ベスト4

(ショウガ卓球クラブ) 54

後藤　友樹 (立正大学) 55

27 望月　翔太 (湘南工大附属高校) 谷津　晃介

(相原高校) 52

26 吉開　英一 (中原クラブ) 立川　諒 (菅高校) 53

25 小島　雄岐 (橘高校) 泉　道人

(CRONY) 50

24 藤井　太 (Rustynale) 渡嘉敷　修 (コスモス) 51

23 芹田　蓮太郎 (川崎工科高校) 安藤　和貴

(中原クラブ) 48

22 富澤　和義 (レジサ卓球部) 齋藤　太一 (法政二高) 49

21 山田　優太 (菅高校) 中井　裕太

 (麻生高校) 46

20 宮下　勇汰 (法政二高) 白川　航己 (はるひ野小学校) 47

19 吉田　昌宏 (蒲田温泉卓球同好会)  鈴木　万葉

(MS卓球クラブ) 44

18 山條　未来歩 (立正大学) 牧野　文哉 (TTC玉縄) 45

17 上村　正人 (麻生総合高校) 宇津　直紀

(赤翔馬) 42

16 勝俣　晃一 (帝京大学) 小池　雄大 (帝京大学) 43

15 橘川　重雄 (MD相模) 日原　祐太

(YASUDA俱楽部) 40

14  青島　翔 (CRONY) 富沢　直規 (13-103) 41

13  根間　真樹 (CLEO) 近藤　天空

(青嵐クラブ) 38

12 濱野　慶 (橘高校) 加来　貴裕 (東京卓球クラブ暁) 39

11  谷　雅人  (個人) 門間　良

 (つづきTC) 36

10 今泉　直大 (NATURE) 後藤　達哉 (蒲田温泉卓球同好会) 37

9 北原　述 (Funball)  荒水　健太郎

(橘高校) 34

8 辻　康成 (卓専会) 豊田　大嗣 (BRAVE) 35

7 齋藤　大斗 (帝京大学) 羽田　紘大

(法政二高) 32

6 上西　爽太 (法政二高) 水関　芳聡 (日本触媒) 33

5 篠田　明宜 (ATC) 濱田　悠希

(麻生高校) 30

4 北本　拓　 (中原クラブ) 苅和野　真澄 (CRONY) 31

3 田口　健太郎 (スペシャライズ) 西谷　將

(中原クラブ) 28

2 渡部　航大 (クラーク記念国際高校) 森　亮輔 (S2TC) 29

1 岡本　紘樹 (JFE京浜) 小山　幸男



男子シングルス (2)

(クラーク記念国際高校) 110

83 米澤　哲郎 (中原クラブ)

82 原　優真 (法政二高) 大和　俊介

(青嵐クラブ) 108

81 今野　祐大 (個人) 菊地　主隆 (日本触媒) 109

80 木本　信幸 (赤翔馬) 恩田　功一

(Kクラブ) 106

79 前崎　一寛 (さぎぬまクラブ) 田渕　藤樹 (TTC玉縄) 107

78 土本　孝雄 (卓専会) 宮城　博一

(法政二高) 104

77 渡邉　秀平 (帝京大学) 辻　大地 (はるひ野小学校) 105

76 菅野　吉文 (東京卓球クラブ暁) 吉川　光

(Rustynale) 102

75 岡本　陽太郎 (法政二高) 河合　秀二 (中原クラブ) 103

74 柿沼　孝 (橘高校) 川崎　亮祐

(CRONY) 100

73 柴崎　好明 (相模原TPF) 飯塚　翔吾 (東京都市大学) 101

72 清水　達弥 (川崎市立聾学校) 中西　淳

(MS卓球クラブ) 98

71 荻窪　崚 (相原高校) 上村　三郎 (コスモス) 99

70 桑野　晃 (YASUDA俱楽部) 木村　達彦

(個人) 96

69 丸茂　亮太 (CLEO) 澤田　晃佑 (蒲田温泉卓球同好会) 97

68 大塚　航 (CRONY) 平原　真吾

(菅高校) 94

67 三嶽　雄大 (法卓会) 松井　颯 (麻生高校) 95

66 東田　茂樹 (難進) 武藤　迅汰

(橘高校) 92

65 國谷　輝明 (菅高校) 斉藤　拓哉 (つばさクラブ) 93

64 ｂｙｅ 戸部　魁人

(CLEO) 90

63 竹田　悠一郎 (蒲田温泉卓球同好会) 鈴木　隼人 (立正大学) 91

62 若島　楓太 (麻生高校) 坂本　隆裕

(中原クラブ) 88

61 村上　智洋 (NATURE) 山下　大貴 (卓専会) 89

60 佐藤　恋哉 (川崎総合科学高校) 肥後　友和

(CRONY) 86

59 古西　瞭太 (青嵐クラブ) 斉藤　裕也 (たくなかま) 87

58 高橋　亮太 (法政二高)  馬内　貴弘

(帝京大学) 84

57 米原　紀彦 (中原クラブ) 板倉　大吾 (法政二高) 85

56 佐藤　航 (JFE京浜) 村瀬　貴斗



男子シングルス (3)

(赤翔馬) 164

古川　聖 (中原クラブ) 165

137 笹尾　卓人 (Funball) 関　竜男

(橘高校) 162

136 中山　夢奏 (菅高校) 伊藤　亮太 (麻生高校) 163

135 小田切　学 (CLEO) 井筒　玲緒

(BRAVE) 160

134 隅田　彩斗 (橘高校) 柴崎　裕 (MS卓球クラブ) 161

133 山本　富士男 (日本触媒) 佐藤　佑樹

(立正大学) 158

132 安國　恭平 (東京都市大学) 中山　正也 (法政二高) 159

131 佐藤　博紀 (青嵐クラブ) 山口　力丸

(メイヤング) 156

130 内田　碧 (CRONY) 館岡　俊介 (菅高校) 157

129 小川　祥 (川崎工科高校) 山本　昌治

(相原高校) 154

128 小峰　真志 (相原高校) 瀬川　善友 (JFE京浜) 155

127 山田　筀一郎 (東京大学) 井上　翔

(CRONY) 152

126 長谷部　正洋 (難進) 中沢　和雄 (コスモス) 153

125 薮下　翔月 (法政二高) 乗田　真広

 (中原クラブ) 150

124  小山　弘  (中原クラブ) 菅原　裕太 (ニッタクサンフレンド) 151

123 青木　俊憲 (NATURE)  井出　荘一

(青嵐クラブ） 148

122 横溝　翔太 (橘高校) 河合　俊 (法政二高) 149

121 中飯　大智 (卓専会) 伊藤　祐馬

(川崎工科高校) 146

120 宮澤　義弘 (レジサ卓球部) 井上　陽太 (CRONY) 147

119 周藤　健也 (クラーク記念国際高校) 村上　知優

(法政二高) 144

118 鈴木　康祐 (蒲田温泉卓球同好会) 林　優太 (丸子橋卓球スタジオ) 145

117 山田　大智 (中原クラブ) 佐藤　孝樹

(蒲田温泉卓球同好会) 142

116 杉本　伊吹 (イセハラ卓球) 石田　康夫 (TTC玉縄) 143

115 保永　優大 (帝京大学) 小峰　進悟

(Rustynale) 140

114 川尻　裕也 (スペシャライズ) 山本　啓太 (はるひ野小学校) 141

113 中村　諭 (アプロデイール) 久保田　善之

(帝京大学) 138

112 菅原　悠士 (法政二高) 袴田　雅史 (東京卓球クラブ暁) 139

111  佐野　秀雄  (友卓会) 山中　寛大



男子シングルス (4)

（１）1位 （３）1位

村瀬　貴斗 (帝京大学) 戸辺　春希 (美しが丘クラブ)

1位～3位決定戦

泉　道人 (相原高校) 佐藤　博紀 (青嵐クラブ)
0 3

（２）1位 （４）1位

(赤翔馬) 220

193 押田　将幸 (帝京大学)

192 小田原　拓音 (麻生高校) 木本　学

(法政二高) 218

191 安田　湧 (YASUDA俱楽部) 瀬谷　祐生 (つばさクラブ) 219

190 新井　洋輔 (CRONY) 池田　悠人

(中原クラブ) 216

189 関　優志 (法政二高) 今泉　大地 (青嵐クラブ) 217

188 梶原　颯太 (東京都市大学) 上野　典夫

(東京卓球クラブ暁) 214

187 河崎　遼太 (菅高校) 井上　尚樹 (立正大学) 215

186 我妻　慶彦 (法政二高) 内藤　巧登

 (富士通クラブ) 212

185 会田　基博 (コスモス) 佐藤　好亮 (卓専会) 213

184 山崎　實也 (立正大学)  梢　博文

(橘高校) 210

183 平塚　麟太郎 (クラーク記念国際高校) 登　風翔 (麻生高校) 211

182 中村　悦史 (たくなかま) 佐藤　駿太郎

(CLEO) 208

181 浦野　裕大 (相原高校) 谷　峰則 (個人) 209

180 秋元　要人 (中原クラブ) 小西　徹

(菅高校) 206

179 山口　拓矢 (JFE京浜) 望月　雄太 (神奈川大学) 207

178 諸角　拓哉 (TTC玉縄) 水上　翔太

(Rustynale) 204

177 松本　周 (中原クラブ) 西田　凌太 (蒲田温泉卓球同好会) 205

176 渡辺　壮 (川崎総合科学高校) 田中　良平

(日本触媒) 202

175 掛上　真亘 (帝京大学) 小林　有二 (中原クラブ) 203

174 ｂｙｅ 蔵園　隆男

(さぎぬまクラブ) 200

173 杉山　慧 (S2TC) 岡田　貴哉 (CRONY) 201

172 尾形　宏之 (ATC) 佐藤　慶直

(NATURE) 198

171 森　瑞稀 (橘高校) 大塚　翔一 (川崎工科高校) 199

170 林　浩二 (MS卓球クラブ) 田中　凱

(橘高校) 196

169 高橋　隼司 (麻生総合高校) 中西　優真 (法政二高) 197

168 古賀　陽泰 (蒲田温泉卓球同好会) 大澤　健太

(美しが丘クラブ) 194

167 木村　進之介 (法政二高) グエン　ミフン (帝京大学) 195

166 鈴木　幸司 (青嵐クラブ) 戸辺　春希



女子シングルス ※入賞ベスト4

－

27

3

26

2

1

30

6

5

28

4 29

32

8 33

31

7

横山　美詠子 (サプリ)

六波羅　希 (ステルス)

佐藤　明子 (FAMILY)

35

11

34

10

9

佐藤　加望 (BRITZ)

竹内　珠乃 (鷗友学園女子中学)

38

14

13

36

12 37

(そよかぜ)

内田　陽子 (あすなろ)

桑嶋　成美

(FAMILY) 岡本　真奈

40

16 41

39

15

景山　智子 (サプリ)

一ノ瀬　元香 (鷗友学園女子中学)

 石川　実麗  (帝京大学)

鵜野　夏希 (川崎市立聾学校)

43

19

42

18

17

五十嵐　のぞみ (丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ) (FAMILY)諸井　綾子

4622

21

44

20

45

ｂｙｅ

宮島　彩乃 (ステルス)

(Kクラブ)

4824

49

4723

25

 野口　美子 (macaron)

目黒　奈央 (鷗友学園女子中学)

今井　京子 (大野南)

菅原　万里子 (麻生総合)

翟　暁靚 (個人) 武山　真子 (相原高校)

上垣　笑子 (K・N・F卓球ｻｰｸﾙ)

井上　まゆ美 (K・N・F卓球ｻｰｸﾙ)

 成田　由香子 (macaron)下村　和枝 (サプリ)

池田　希 (あすなろ)

松尾　斗愛 (帝京大学)

齋藤　菜々美 (川崎市立聾学校)

池本　由布 (CRONY)

橋本　麻美 (BRAVE)

小笠原　若菜 (CRONY)泉　結奈 (菅高校)

遠藤　桜菜 (赤翔馬)

楠原　憧子 (赤翔馬)

横山　真美 (個人) 村上　聡来 (菅高校)

浜多　シゲエ (ラビット・2)

横川　直子 (銀杏クラブ)

星谷　実沙 (個人)

神保　美保 (個人)

３２(日本女子大附高校) 越地　友里 (MD相模)

桂　彩佑里 (CRONY)

松本　紗陽花

越地　友里 (MD相模)

上原　淑枝 (つづきTC)

栗原　千春 (つづきTC)

牧野　ふみよ (K・N・F卓球ｻｰｸﾙ)

松本　紗陽花 (日本女子大附高校)

荒木　淑子 (K・N・F卓球ｻｰｸﾙ)長谷川　あやか (BRITZ)

奥野　晴美

決勝戦



男子ダブルス（１） ※入賞ベスト4 〇内はコートNo.

岡本紘樹・山口拓矢 中沢和雄・上村三郎 渡辺壮・佐藤恋哉

(JFE京浜) (コスモス) (川崎総合科学高校)

後藤友樹・鈴木隼人 齋藤太一・中山正也 中西淳・乗田真広

(立正大学) (法政二高) (CRONY)

三嶽雄大・山田筀一郎 加藤春駿・熊澤雷汰 鈴木康祐・西田凌太

(法卓会・東京大学) (橘高校) (蒲田温泉卓球同好会)

泉道人・戸部魁人 白川航己・辻大地 田中凱・村上智洋

(相原高校・橘高校) (はるひ野小学校) (ＮＡＴＵＲＥ)

林浩二・北本拓 小川祥・村上知優  馬内貴弘・新井洋輔

(MS卓球ｸ・中原ｸ) (川崎工科高校) (CRONY)

河合俊・高橋亮太 瀬谷祐生・斉藤拓哉 斉藤裕也・中村悦史

(法政二高) (つばさクラブ) (たくなかま)

押田将幸・齋藤大斗 河崎遼太・武藤迅汰 辻康成・佐藤好亮

(帝京大学) (菅高校) (卓専会)

木本信幸・木本学 古賀陽泰・後藤達哉 山中寛大・渡邉秀平

(赤翔馬) (蒲田温泉卓球同好会) (帝京大学)

伊藤祐馬・大塚航 隅田彩斗・横溝翔太 安田湧・近藤天空

(青嵐ｸﾗﾌﾞ・CRONY) (橘高校) (YASUDA俱楽部)

藤井太・川崎亮祐 山口力丸・山崎實也 吉川光・中西優真

(Rustynale) (立正大学) (法政二高)

北原述・笹尾卓人  吉開英一・井出荘一 松井颯・若島楓太

(Funball)  (中原クラブ) (麻生高校)

内田碧・佐藤佑樹 森瑞稀・山下清一朗 牧野文哉・諸角拓哉

(CRONY・BRAVE) (橘高校) (TTC玉縄)

宇津直紀・柴崎裕 中飯大智・土本孝雄 立川諒・中山夢奏

(MS卓球クラブ) (卓専会) (菅高校)

宮下勇汰・薮下翔月 菅野吉文・内藤巧登 保永優大・グエンミフン

(法政二高) (東京卓球クラブ暁) (帝京大学)

米澤哲郎・小山幸男 浦野裕大・小峰真志 菅原悠士・上西爽太

(中原クラブ) (相原高校) (法政二高)

決勝

（１）1位 （２）1位

岡本紘樹・山口拓矢 佐藤航・戸辺春希

(JFE京浜) (JFE京浜・美しが丘ｸﾗﾌﾞ)
２　　－　　３

③

④

⑤

⑥

⑦

⑨

⑪

5 1 2

3

9 2 3

11 1 ｷ

⑧

⑩

① 1 1 3 2

2 1 3 2

②

4 1 3 2

3 3 2 1

6 2 1 3

ｷ

7 1 2

1

8 2 3 1

2

10 1 2 3

13 2 3 1

12 1 2 3

14 2 3 1

⑫ 15 1 2 3



男子ダブルス（２） 〇内はコートNo.

関竜男・日原祐太 松本周・米原紀彦 渡嘉敷修・会田基博

(赤翔馬) (中原クラブ) (コスモス)

大和俊介・平塚麟太郎 山本富士男・蔵園隆男 門間良・恩田功一

(ｸﾗｰｸ記念国際高校) (日本触媒) (青嵐クラブ)

丸茂亮太・峯村秦基 佐藤駿太郎・山口泰人 柴崎好明・小林有二

(ＣＬＥＯ・鈴カステラ) (橘高校) (相模原TPF・中原クラブ)

澤田晃佑・竹田悠一郎 岡田貴哉・豊田大嗣 西谷將・伊藤亮太

(蒲田温泉卓球同好会) (CRONY・BRAVE) (麻生高校)

望月翔太・望月雄太 池田悠人・木村進之介 杉山慧・森亮輔

(湘南工大附属高・神奈川大学) (法政二高) (S2TC)

村瀬貴斗・勝俣晃一 館岡俊介・山田優太 井上翔・荻窪崚

(帝京大学) (菅高校) (相原高校)

菅原裕太・桑野晃 苅和野真澄・青島翔 濱野慶・川崎一平

(ﾆｯﾀｸｻﾝﾌﾚﾝﾄﾞ・YASUDA俱楽部) (CRONY) (橘高校)

木村達彦・古川聖 芹田蓮太郎・大塚翔一 谷津晃介・福山輝海

(MS卓球ｸ・中原ｸ) (川崎工科高校) (ショウガ卓球ｸﾗﾌﾞ)

山田大智・河合秀二 上村正人・高橋隼司 小池雄大・掛上真亘

(中原クラブ) (麻生総合高校) (帝京大学)

山條未来歩・井上尚樹 田中良平・久保田善之 関優志・濱田悠希

(立正大学) (Rustynale) (法政二高)

井上陽太・安藤和貴 柿沼孝・大澤健太 坂本隆裕・小田切学

(CRONY) (橘高校) (ＣＬＥＯ)

佐藤博紀・古西瞭太 原優真・板倉大吾 小峰進悟・吉田昌宏

(青嵐クラブ) (法政二高) (蒲田温泉卓球同好会)

我妻慶彦・佐藤孝樹 谷峰則・谷雅人 田渕藤樹・石田康夫

(法政二高) (個人・個人) (TTC玉縄)

青木俊憲・今泉直大 小田原拓音・登風翔 尾形宏之・篠田明宜

(ＮＡＴＵＲＥ) (麻生高校) (ＡＴＣ)

羽田紘大・井筒玲緒 中村諭・山本昌治 水関芳聡・菊地主隆

(橘高校) (ｱﾌﾟﾛﾃﾞｨｰﾙ・ﾒｲﾔﾝｸﾞ) (日本触媒)

佐藤航・戸辺春希 川尻裕也・田口健太郎 水上翔太・國谷輝明

(JFE京浜・美しが丘ｸﾗﾌﾞ) (スペシャライズ) (菅高校)

3 16

1 3 2 17

2 1

1 3 2 18

1 2 3 19

2 1

1 20

2

2 3

3 1 21

1 3 2 24

3 22

262 3

2 231 3

2 1

1

3 25

2 3 1 28

3 2 271

2 3 1 29

2 1 3 30

1 2 3 31 ㉔
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横山真美・越地友里 六波羅希・宮島彩乃 石井美智子・奥田朋子

(個人・MD相模) (ステルス) (鶴川チーム・鶴川チーム)

一ノ瀬元香・竹内珠乃

(鷗友学園女子中学)

松本紗陽花・武山真子 齋藤菜々美・鵜野夏希 小笠原若菜・桂彩佑里

(日本女子大附高・相原高校) (川崎市立聾学校) (CRONY)

諸井綾子・佐藤明子 水上代利子・中山京子 上垣笑子・井上まゆ美

(FAMILY) (つづきTC・三輪卓球クラブ) (K・N・F卓球サークル)

池本由布・橋本麻美 景山智子・横山美詠子 荒木淑子・牧野ふみよ

(CRONY・BRAVE) (サプリ) (K・N・F卓球サークル)

内田陽子・池田希 小川節子・水橋光江 上原淑枝・栗原千春

(あすなろ) (鶴川チーム) (つづきTC)

遠藤桜菜・楠原憧子 佐藤加望・長谷川あやか 月村苑乃・木村真知子

(赤翔馬) (BRITZ) (鶴川チーム・個人)

奥野晴美・桑嶋成美  石川実麗・松尾斗愛 村上聡来・泉結奈

(Kクラブ・そよかぜ)  (帝京大学) (県立菅・県立菅)

決勝

松本紗陽花・武山真子 池本由布・橋本麻美

(日本女子大附高・相原高校) (CRONY・BRAVE)
２　　－　　３

4

1

5 1 2 3

4 1 2

7 1 ｷ 2

6 1 2 3

3 1 2 3

2 1 3 2

※小体育室　　〇内はコートＮｏ．
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