
平成27年度　川崎卓球選手権大会 入賞者一覧

とき： ところ：川崎市 多摩スポーツセンター

☆ 優勝 準優勝 第3位 第3位

戸辺　春希 佐野　秀雄 伊藤 慎大郎 矢野　泰成

(美しが丘ｸﾗﾌﾞ) (梅屋敷卓球ｸﾗﾌﾞ) (美しが丘ｸﾗﾌﾞ) (リコー厚木)

樽川・富沢 斉藤・伊藤 國髙・金丸 青木・矢野

(13-103) (G.ZERO・美しが丘) (法政大学二部) (リコー厚木)

渡辺　美芳 佐々木　南 遠藤　夕香 岩瀬　優子

(立正大学) (クラブRUNA) (高津高校) (蝶友クラブ)

佐々木・佐藤 岩瀬・小柳 島村・重國

(クラブRUNA) (蝶友クラブ) (マテリア)

女子シングルス

女子ダブルス －

平成28年11月11日

男子シングルス

男子ダブルス



平成27年度　川崎卓球選手権大会

女子シングルス ※ﾘｰｸﾞ２位までが決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄへ 〇内はコートNo.

女子ダブルス ※ﾘｰｸﾞ4位までが決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄへ

1 2 3 4

宮本 美枝子 重國　美木 荒木　結衣 杉淵 乃織恵
八王子ポニー マテリア 法政大学二部 ぴよぴよｸﾗﾌﾞ

宮尻　真弓 土屋 みゆき 亀田　桃香 北沢　淳子
一球クラブ A&D 市立川崎高校 Ｋクラブ

岩瀬　優子 小野 佑里菜 佐藤　陽香 本橋　愛理
蝶友クラブ 個人 クラブRUNA 麻生総合高校 ③

 長本　彩里 小原　美希 原田　佳苗  吉田　旭絵
 中原クラブ 一球クラブ 麻生総合高校  MIクラブ

島村 美千代 渡辺　美芳 佐々木　南 直井　慈
マテリア 立正大学 クラブRUNA 市立川崎高校

小柳　結花 秋元　恵 菅原 奈津子 奥野　晴美
蝶友クラブ ZEOS 百合クラブ Ｋクラブ

遠藤　夕香 宮島　明星 新島 るり歩  稲葉　文子
高津高校 法政大学二部 親球会  丸山台中

決勝 佐々木　南 －（ １　） （　３　）－

5 宮尻　真弓 土屋 みゆき

2

4

3

4 岩瀬　優子 小野 佑里菜

1 宮本 美枝子 重國　美木

6

7

2 新島 るり歩 稲葉　文子

3 原田　佳苗 吉田　旭絵

遠藤　夕香 宮島　明星

長本　彩里 小原　美希

7 菅原 奈津子 奥野　晴美

5

小柳　結花 秋元　恵

1

6 佐々木　南 直井　慈島村 美千代 渡辺　美芳

荒木　結衣

亀田　桃香 北沢　淳子

佐藤　陽香 本橋　愛理

杉淵 乃織恵

渡辺　美芳

①

②

④-⑥

④-⑥

渡辺　美芳

④-⑥

1 2 3 4

宮本・小野 岩瀬・小柳 原田・本橋 北沢・奥野
八王子ﾎﾟ・個人 蝶友クラブ 麻生総合高校 Ｋクラブ

佐々木　南
佐藤　陽香

（クラブRUNA）

宮尻・小原 荒木・宮島 佐々木・佐藤 島村・重國
一球クラブ 法政大学二部 クラブRUNA マテリア

３位決定戦 島村・重國 －（ ３　） （ ２　）－

マテリア

原田・本橋 北沢・奥野

宮本・小野 岩瀬・小柳 原田・本橋 北沢・奥野

宮尻・小原 荒木・宮島 佐々木・佐藤 島村・重國

佐々木・佐藤 島村・重國

宮尻・小原 荒木・宮島 佐々木・佐藤 島村・重國

宮本・小野 岩瀬・小柳 原田・本橋 北沢・奥野

2

1

1-4

2-3

1-2

2-2

1-3

2-4 宮尻・小原 荒木・宮島

宮本・小野 岩瀬・小柳

一球クラブ
宮尻・小原

1



平成27年度　川崎卓球選手権大会

男子シングルス　（１） ※ﾘｰｸﾞ２位までが決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄへ 〇内はコートNo.

優勝

　戸辺 春希

1 2 3 4

青木　賢 佐藤　佑 松田　幸人 bye
リコー厚木 法政大学二部 たま卓 　

根間　真樹 伊保内 友博 鈴木　秀雄  須永　廉
ＣＬＥＯ 個人 Ａ＆Ｄ  麻生総合高校

栗原　宏平 松尾　仁史 渡邉　尚之 枝並　凱斗
アウトロー 大田eggs 個人 市立川崎高校
澤井　裕一 根本　一輝 井上　元希 佐藤　博
一球クラブ ＨＴＴＣ 向の岡工高 サンデイーズ

樽川　文和 高木　弘幸 松本　基 山根　悠
13-103 MS卓球クラブ 法政大学二部 麻生総合高校

小山　弘 杉淵　秀一 小出　堂太  濱中　章行
中原クラブ ぴよぴよクラブ 個人 Big-U

横井　信司 橋本　政樹  田中　孝一 高萩　尚明
ＺＥＯＳ 浜川崎クラブ  市立川崎高校 ＪＴＣ

伊藤 慎大郎 阿部　航 坂本 佐藤　滉太
美しが丘ｸﾗﾌﾞ 法政大学二部 ｻﾚｼﾞｵ学院高 チーム登尾

島川　修一 小野　良十 大澤　拓記 鶴田　明男
日産追浜 ＣＬＥＯ 親球会 クラーク高校

戸辺　春希 青木　俊 八巻　修 塚本　壮志
美しが丘ｸﾗﾌﾞ ＨＴＴＣ ＺＥＯＳ 市立川崎高校

塩釜　大輔 林　浩二 村瀬　友哉 坂野　龍之介
太子堂卓球ｸﾗﾌﾞ MS卓球クラブ クラーク高校 チーム登尾
小杉　基 小西　徹 久保田 諭史 本川　将利
MIクラブ ＣＬＥＯ アウトロー 市立川崎高校

長谷川　進 牧野　裕司 高橋　健人 加藤　諒
リコー厚木 中原クラブ 法政大学二部 総合科学高(定)
栗原　広行  成田　誠二 杦山　真史 須永　来
双葉苦楽部  さぎぬま卓球ｸ 東京大学 麻生総合高校

山本 裕公哉 望月　龍大 星　祐二 栗崎　翔太
法政大学二部 川崎卓球ジム 個人 市立川崎高校
森内　和生 藤井　太 高橋　美智 斉藤　駿介
リコー厚木 バッカナーレ アウトロー 総合科学高(定)

小野　守 菅原　佑樹 野末　博 小山田 次郎
梅屋敷卓球ｸﾗﾌﾞ 法政大学二部 ＪＴＣ 麻生総合高校

決勝 戸辺　春希 －（ ３　） （　２　）－

4

10 松岡　明男 浦松　瞬永 飯塚　洋一 藤江　康輝

30 札場　一博 新保　正孝 関口　純樹 吉川　碧人

35 川本　良太 鈴木　真也 澤田　政大 澤口　勝弥

20

29

19 中山　清司 渡辺　賢 成田　理人 田中　龍輝

26 水口　貴則 菊田　敏之 田辺　誠 大場　正明

12

13

2 佐野　秀雄 安下　光則 小笠原 大造

18 三森　健司 松尾　崇基 渡部　直樹 糸数　浩一

28

34 國髙　眞彦 富沢　直規 篠崎　駿斗 吉永　隆

21

11 矢野　泰成 吉永　聡 金井　公則 小林　和也

27 横山　大佑 立花　文人 赤地　拓馬 武藤　陸

8

5

31 松尾　賢一 椿　龍大 武田　洋平 鹿島　唯矢

14 亀ヶ谷健次郎 原田 丈太郎 上原　直輝 木庭　光平

24

25

15 須崎　博治 鵜沼 廣太朗 星野　光輝 佐々木 一浩

3 田中　純一 丸茂　亮太 山本　陸人 亀井　優

棚本　茂樹 村山 西野　智也

16

9

17

7 斉藤　真 深田　祐馬 風間　大夢 望月　昭宏

6 古川　聖

33

32

22 森田　卓也 坂本　隆裕 島岡　郁也 金子　丈流

1

23 平島　寛之 中川　仁司 金丸　智輝 斉藤　勇大

佐野　秀雄

⑦⑧

⑨⑩

⑪⑫

⑨⑩

⑦⑧

⑪⑫

⑬⑭

⑬⑭

⑮⑯

⑮⑯

⑰

⑱

2



平成27年度　川崎卓球選手権大会

男子シングルス　（２） ※ﾘｰｸﾞ２位までが決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄへ 〇内はコートNo.

準優勝

佐野 秀雄

1 2 3 4

田中　純一 丸茂　亮太 山本　陸人 亀井　優
美しが丘ｸﾗﾌﾞ ＣＬＥＯ 麻生総合高校 個人

 川本　良太 鈴木　真也 澤田　政大 澤口　勝弥
 中原クラブ アウトロー 法政大学二部 総合科学高(定)
札場　一博 新保　正孝 関口　純樹 吉川　碧人
ＨＴＴＣ たま卓 市立川崎高校 PTTC

中山　清司 渡辺　賢 成田　理人 田中　龍輝
JFE京浜 MIクラブ さぎぬま卓球ｸ 市立川崎高校

亀ヶ谷健次郎 原田 丈太郎 上原　直輝 木庭　光平
チーム登尾 横浜市立大学 MS卓球クラブ 市立川崎高校
矢野　泰成 吉永　聡 金井　公則 小林　和也
リコー厚木 個人 ＪＴＣ ｻﾚｼﾞｵ学院高

森田　卓也 坂本　隆裕  島岡　郁也 金子　丈流
ﾃﾗｽ新百合ヶ丘 ＣＬＥＯ  法政大学二部 クラーク高校
横山　大佑 立花　文人 赤地　拓馬 武藤　陸
一球クラブ 上智大学 太子堂卓球ｸﾗﾌﾞ 市立川崎高校

古川　聖 棚本　茂樹 村山 西野　智也
中原クラブ 個人 東京大学 麻生総合高校
斉藤　真 深田　祐馬 風間　大夢 望月　昭宏

ＧROUND　ZERO 太子堂卓球ｸﾗﾌﾞ 市立川崎高校 クラーク高校

水口　貴則 菊田　敏之 田辺　誠 大場　正明
中原クラブ リコー厚木 リリーズ 日本工業大駒場高

平島　寛之 中川　仁司 金丸　智輝 斉藤　勇大
青嵐クラブ ＪＴＣ 法政大学二部 高津高校

松岡　明男 浦松　瞬永 飯塚　洋一  藤江　康輝
あすなろ 麻生総合高校 MS卓球クラブ Big-U

 須崎　博治  鵜沼 廣太朗 星野　光輝 佐々木 一浩
 日産追浜  東京大学 チーム登尾 総合科学高(定)

三森　健司  松尾　崇基 渡部　直樹 糸数　浩一
双葉苦楽部  法政大学二部 市立川崎高校 ＣＬＥＯ
松尾　賢一 椿　龍大 武田　洋平 鹿島　唯矢
バッカナーレ ＨＴＴＣ ＺＥＯＳ 麻生総合高校
國髙　眞彦 富沢　直規 篠崎　駿斗 吉永　隆
法政大学二部 13-103 大田eggs 個人

佐野　秀雄 安下　光則 小笠原 大造 bye
梅屋敷卓球ｸﾗﾌﾞ サンデイーズ アウトロー 　

田中　孝一 高萩　尚明 24

2

横井　信司 橋本　政樹

小杉　基 小西　徹 久保田 諭史 本川　将利 21

㉙㉚

㉙㉚
34

塚本　壮志 5

18

31

8

戸辺　春希

島川　修一 小野　良十 大澤　拓記 鶴田　明男

㉗㉘
青木　俊 八巻　修

16

10
㉗㉘

15

4

樽川　文和

小野　守 菅原　佑樹 野末　博 小山田 次郎

高木　弘幸 松本　基 山根　悠

26

栗原　宏平 松尾　仁史 渡邉　尚之 枝並　凱斗 32

㉕㉖
23

栗原　広行 成田　誠二 杦山　真史 須永　来 13

7
㉕㉖

12

塩釜　大輔 林　浩二
㉓㉔

村瀬　友哉 坂野　龍之介 28

6

33

長谷川　進

根間　真樹 伊保内 友博 鈴木　秀雄 須永　廉

牧野　裕司 高橋　健人 加藤　諒

1

22
㉓㉔

27

17

青木　賢

澤井　裕一 根本　一輝 井上　元希 佐藤　博

佐藤　佑 松田　幸人

星　祐二 栗崎　翔太 20

14
㉑㉒

11

19
㉑㉒

山本 裕公哉 望月　龍大

伊藤 慎大郎 阿部　航 坂本 佐藤　滉太 25

杉淵　秀一 小出　堂太 濱中　章行 9

35
⑲⑳

30

小山　弘

森内　和生

3
⑲⑳

29藤井　太 高橋　美智 斉藤　駿介

3



平成27年度　川崎卓球選手権大会

男子ダブルス ※ﾘｰｸﾞ２位までが決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄへ

1 2 3 4

青木・矢野 西野・鹿島 横井・八巻 bye
リコー厚木 麻生総合高校 ZEOS  

國髙・金丸 根本・青木 村瀬・金子 小杉・渡辺
法政大学二部 HTTC クラーク高校 MIクラブ
塩釜・赤池  水口・川本 加藤・澤口 岩松・中川

太子堂卓球ｸﾗﾌﾞ  中原ｸﾗﾌﾞ 総合科学高(定) JTC
森田・島川 藤井・松尾  島岡・松尾 丸茂・糸数

ﾃﾗｽ新百合・日産 バッカナーレ  法政大学二部 CLEO

斉藤・伊藤 坂野・佐藤 上原・高木 高橋・小笠原
G.ZERO・美しが丘 チーム登尾 MS卓球ｸﾗﾌﾞ アウトロー 樽川　文和

富沢　直規
 小野・須崎 山本・阿部 井上・斉藤 bye

 梅屋敷卓・日産 法政大学二部 向の岡工・高津高  

澤井・横山 林・飯塚 松本・菅原 椿・札場
一球ｸﾗﾌﾞ MS卓球ｸﾗﾌﾞ 法政大学二部 HTTC

小山・古川 栗原・鈴木 坂本・根間 鶴田・望月
中原ｸﾗﾌﾞ アウトロー CLEO クラーク高校

栗原・三森 吉永・吉永 金井・高萩 高橋・佐藤
双葉苦楽部 個人 JTC 法政大学二部
樽川・富沢 長谷川・森内  須永・須永  藤江・濱中

13-103 リコー厚木  麻生総合高校 Big-U

田中・戸部 亀ヶ谷・星野 斉藤・佐々木 bye
美しが丘ｸﾗﾌﾞ チーム登尾 総合科学高(定)  

決勝 斉藤　真 －（ ０　） （ ３　）－
伊藤 慎大郎

（１３－１０３）

4

10

3

樽川・富沢 長谷川・森内 須永・須永 藤江・濱中

小野・須崎 山本・阿部 井上・斉藤

11 澤井・横山 林・飯塚 松本・菅原 椿・札場

8

5

2 田中・戸部 亀ヶ谷・星野 斉藤・佐々木 bye

7

9

栗原・三森 吉永・吉永 金井・高萩 高橋・佐藤

1

6 小山・古川 栗原・鈴木 坂本・根間 鶴田・望月

5

3

4

9

11

1

2

6

7

10

8

西野・鹿島青木・矢野

樽川　文和

塩釜・赤池 水口・川本 加藤・澤口 岩松・中川

富沢　直規

斉藤・伊藤 坂野・佐藤 上原・高木 高橋・小笠原

森田・島川 藤井・松尾 島岡・松尾 丸茂・糸数

國髙・金丸 根本・青木 村瀬・金子 小杉・渡辺

横井・八巻

4


