
平成27年度  全日本卓球選手権大会(カデット)県予選会結果

期　日：平成27年８月30日（土）

　平成27年９月５日（土）・13日（日）

■13歳以下男子シングルス　（９月５日） ※　８位までのランキング決定戦を実施

む 学校・チーム名 順位 学校・チーム名

１位 千木良ＴＰＣ ５位 TTC浦和

２位 ＭＤジュニア ６位 横浜太洋Ｊｒ

３位 ＭＤジュニア ７位 岸田クラブ

４位 マイダス ８位 相模原Ｊｒ

■14歳以下男子シングルス　（９月５日） ※　８位までのランキング決定戦を実施

順位 学校・チーム名 順位 学校・チーム名

１位 リトルキングス ５位 鴨宮中学校

２位 西本郷中学校 ６位 千木良ＴＰＣ

３位 中川西中学校 ７位 蒔田南中学校

４位 横浜太洋Ｊｒ ８位 万騎が原中学校

■13歳以下女子シングルス　（９月５日） ※　８位までのランキング決定戦を実施

順位 学校・チーム名 順位 学校・チーム名

１位 横浜隼人中学校 ５位 丸子橋卓球スタジオ

２位 横浜隼人中学校 ６位 丸子橋卓球スタジオ

３位 横浜隼人中学校 ７位 岸田クラブ

４位 横浜隼人中学校 ８位 丸子橋卓球スタジオ

■14歳以下女子シングルス　（９月５日） ※　８位までのランキング決定戦を実施

順位 学校・チーム名 順位 学校・チーム名

１位 横浜隼人中学校 ５位 国府中学校

２位 横浜隼人中学校 ６位 万騎が原中学校

３位 横浜隼人中学校 ７位 万騎が原中学校

４位 大沢中学校 ８位 岸田クラブ 八幡　晴香

小園江　敏紀 東海林　聖央

氏　　名 氏　　名

佐伯　友紀奈 野方　夢夏

宮野入　賢大

田口　隼大

氏　　名 氏　　名

会　場：横須賀アリーナ　（８月30日・９月５日）
　　　　南毛利スポーツセンター　（９月13日）

氏　　名

氏　　名 氏　　名

伊藤　礼博 遠藤　幹太

島村　怜和 松井　駿介

小野寺　幹 三木　隼

小畑　美月 木田　美佑里

氏　　名

高岩　真志福澤　昇悟

相川　誉

市川　隼秀

松井　翔 浅井　我公

青木　優佳 小出　美月

冨田　真子 渡邊　真愛

松井　薫音 新井　和夏葉

堀田　優果 岡　真由江

武山　真子

遠藤　優菜 八幡　明日香



■男子ダブルス　　（９月１３日）

順位 学校・チーム名 順位 学校・チーム名

１位 千木良TPC ５位 MDジュニア

横浜太洋Ｊｒ MDジュニア

２位 岸田クラブ ６位 中川西中学校

岸田クラブ TTC浦和

３位 リトルキングス

リトルキングス

４位 横浜太洋Ｊｒ

横浜太洋Ｊｒ

■女子ダブルス　　（９月１３日）

順位 学校・チーム名 順位 学校・チーム名

１位 横浜隼人中学校 ５位 鴨宮中学校

横浜隼人中学校 鴨宮中学校

２位 横浜隼人中学校 ６位 相模原jr

横浜隼人中学校 相模原jr

３位 横浜隼人中学校

横浜隼人中学校

４位 酒匂卓球キッズ

丸子橋卓球スタジオ

松井　翔

福澤　昇悟

廣田　遼太朗 市川　隼秀

三木　隼 遠藤　幹太

牛山　陽介

氏　　名 氏　　名

伊藤　礼博 島村　怜和

松井　駿介 小野寺　幹

生沼　絢美

武山　真子

松井　薫音 赤木　貴穂

堀田 優果

遠藤　優葉

氏　　名 氏　　名

青木　優佳

菅澤　柚花里

近藤　天空

新井　和夏葉

小畑　美月 萩野　雛子

冨田　真子



伊藤　礼博 島村　怜和

千木良ＴＰＣ ＭＤジュニア

三木　隼 0 1 東海林　聖央

岸田クラブ 0 相模原Ｊｒ

小野寺　幹 0 2 小園江　敏紀

ＭＤジュニア マイダス

松井　駿介 2 1 遠藤　幹太

横浜太洋Ｊｒ ＴＴＣ浦和

2
2 0

2 0

福澤　昇悟 松井　翔

リトルキングス 横浜太洋Ｊｒ

宮野入　賢大 0 0 田口　隼大

千木良ＴＰＣ 0 0 荏田南中学校

浅井　我公 0 相川　誉

万騎が原中学校 0 西本郷中学校

市川　隼秀 2 高岩　真志

中川西中学校 鴨宮中学校

0
1 2

0 0
３位

市川隼秀

B1

B2

B1

ランキング決定戦

宮野入賢大

松井　翔
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13歳以下男子シングルス
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2015. 9. 5 横須賀アリーナ

優勝

ランキング決定戦

C2

D1

D2

５位

松井駿介 東海林聖央 遠藤幹太三木隼

７位

小野寺幹 小園江敏紀 東海林聖央三木隼

３位

C2

14歳以下男子シングルス

B2 D2

A1 C1

D1

田口隼大 高岩真志

A2

浅井我公

５位

優勝

浅井我公 田口隼大

７位



八幡　明日香 新井　和夏葉

岸田クラブ 1 0 丸子橋卓球スタジオ

遠藤　優菜 佐伯　友紀奈

横浜隼人中 1 1 0 横浜隼人中

木田　美佑里 野方　夢夏

丸子橋卓球スタジオ 0 0 丸子橋卓球スタジオ

小畑　美月 松井　薫音

横浜隼人中 横浜隼人中

1
2 1

1 1

冨田　真子 青木　優佳

横浜隼人中 横浜隼人中

八幡　晴香 0 0 岡　真由江

岸田クラブ 1 万騎が原中

渡邊　真愛 0 2 小出　美月

万騎が原中 0 0 国府中

武山　真子 堀田　優果

大沢中 横浜隼人中

2
1 2

0 1
３位 ７位

武山真子 堀田優果 八幡晴香 岡真由江

八幡晴香 渡邊真愛 岡真由江 小出美月

A3 B3

A4 B4

ランキング決定戦 ５位

A2 B2

新井和夏葉 野方夢夏

14歳以下女子シングルス

A1 B1

遠藤優菜

ランキング決定戦

B1
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佐伯友紀奈

３位

木田美佑里

八幡明日香 野方夢夏
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13歳以下女子シングルス
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松井 翔 福澤 昇悟

近藤 天空 牛山 陽介

数本 蓮 0 0 小山 大輝

関山 陸 1 2 0 大橋 紘人

廣田 遼太朗 島村 怜和

三木 隼 0 小野寺 幹

市川 隼秀 0 伊藤 礼博

遠藤 幹太 松井 駿介

0

0 0

0

青木 優佳 堀田 優果

小畑 美月 遠藤 優葉

武山 真子 1 1 生沼 絢美

赤木 貴穂 1 0 萩野 雛子

佐伯 友紀奈 2 木田 美佑里

勝田 芽衣 0 0 野方 夢夏

菅澤 柚花里 冨田 真子

新井 和夏葉 松井 薫音

0

1 1

0

男子ダブルス

A1 B1

A2 B2

A3 B3

優勝

A4 B4

ランキング決定戦 ５位

関山陸 市川隼秀 小山大輝 島村怜和

廣田遼太朗 遠藤幹太 大橋紘人 小野寺幹

３位

福澤昇悟松井翔

近藤天空 牛山陽介

女子ダブルス

A1 B1

A2 B2

A3 B3

優勝

A4 B4

ランキング決定戦 ５位

武山真子 佐伯友紀奈 生沼絢美 木田美佑里

赤木貴穂 勝田芽衣 萩野雛子 野方夢夏

３位

菅澤柚花里 堀田優果

新井和夏葉 遠藤優葉


