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スポーツと環境かながわ宣言 
 

このフォーラムに集まった私たちかながわのスポーツ人は、きれい 
な空気、清らかな水、豊かな緑に恵まれた美しく住みよいかながわを 
実現するため、環境の大切さを理解し、その保全に向け、スポーツの 
あらゆる場面を通じて、率先して行動するとともに、環境の大切さを 
呼びかけていくことをここに宣言します。 

 
平成２１年１０月３１日 

財団法人神奈川県体育協会 
スポーツと環境かながわフォーラム 

 
 
 

 
（ １ ） 



※無条件出場選手 
ジュニア女子  笹尾明日香（浜：横浜隼人高）、藤田 奈子（浜：横浜隼人中） 
※県の代表枠内での推薦 
男子シングルス 厚谷 武志（川：信号器材） 
 
※代表数・推薦選手について 
１．代表数  男子シングルス６名   女子シングルス６名  ジュニア男子 ８名 

    ジュニア女子 ８名   ダブルス各種目３組 
２．代表数の枠内で神奈川県強化リーグの結果により、一般男シングルスに、１名（厚谷）を推薦代

表とする。よって予選からの代表数は男子は５名、女子は推薦なしで、６名とする。 
 
※男女シングルス順位決定について 
県予選の結果に基づき、代表権を得た選手が県予選以後に推薦出場権を獲得した場合（全日本社会人・

全日本学生等）の県代表の繰上げや、関東ブロック予選会（11 月 23 日・埼玉県、上尾市スポーツ総

合センター開催予定）への出場選手を選考する。 
※代表および順位決定方法 
◎男子シングルス（５名） 
４ブロックによるトーナメントでブロック優勝者４名が代表。ブロック決定敗者４名でリーグ戦を行

い、順位を決定し上位１名が代表。２･３位が関東ブロック予選会に出場。なお、繰り上げ等が複数あ

った場合の対応として、ブロック準決勝の敗者８名による、トーナメントで、その次の順位を決定し

ておく。 
◎女子シングルス（６名） 
５ブロックによるトーナメントでブロック優勝者５名が代表。ブロック決定敗者５名でリーグ戦を行

い、順位を決定し上位１名が代表。２･３位が関東ブロック予選会に出場。なお、繰り上げ等が３名以

上あった場合の対応として、ブロック準決勝の敗者１０名による、トーナメントで、その次の順位を

決定しておく。 
◎ジュニア男女（８名） 
６ブロックによるトーナメントでブロック優勝者６名が代表。ブロック決定敗者６名をＡＢＣとＤＥ

Ｆのグループでトーナメントを行い、それぞれの優勝者１名ずつの２名が代表（組み合わせは抽選で

行う） 
◎各ダブルス（３組） 
２ブロックによるトーナメントで優勝組２組が代表。ブロック決定敗者２組でトーナメントを行い、

優勝者１組が代表 
 

※段級制規定要約 
①全日本社会人選手権大会 ②全日本選手権大会（マスターズの部）③全日本選手権大会（一般、ジ

ュニアの部） ④全日本選手権大会（団体の部）⑤全日本実業団選手権大会 
 上記５大会に出場する者は、規定に基づく下記の段位を必ず取得していなければならない。この規

定を無視した者は出場が取り消される場合があるが、翌年度の同一大会への参加はできない、ただし、

②の７０歳以上の種目については、下記の規定によらず、有段者であることを条件として、その段位

は問わないものとする。 
 （ア）初出場者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・初段 
 （イ）同一大会３回目出場者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２段 
 （ウ）同一大会５回目出場者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３段 
 （エ）上記①及び③大会（一般）単または複ベスト１６入り経験者・・・４段 
 （オ）上記①及び③大会（一般）単または複ベスト４入賞者・・・・・・５段 
 （カ）上記①及び③大会（一般）単または複の優勝者・・・・・・・・・６段 
※段位の申請については、その年度に登録されている都道府県協会（連盟）を通じて申し込むこと 

 
（ ２ ） 



（　６　）

1 英田理志 (川：信号器材) 推

4 細川直志 (学：神奈川大)

平野伸幸 (川：信号器材) 17

2 ｂｙｅ ｂｙｅ 18

3 前田大貴 (学：慶應大) 豊島広彬 (学：大正大) 19

田住勝 (茅：西浜ｸﾗﾌﾞ) 20

5 阿部雄介 (相：MD相模) 棄 三枝正典 (藤：湘南信金) 21

6 座喜味太一 (浜：横浜国大ｸﾗﾌﾞ) 西倉遊星 (川：梅屋敷卓球ｸﾗﾌﾞ) 22

7 宮下直樹 (川：青嵐ｸﾗﾌﾞ) ｂｙｅ 23

8 森屋翼 (学：埼工大) 蛯原大貴 (相：千木良T.P.C.) 24

9 松本拓海 (学：國學院大) 石榑大河 (藤：湘工大附) 25

10 ｂｙｅ ｂｙｅ 26

11 河村公祐 (浜：PEANUTS) 佐藤博紀 (川：青嵐ｸﾗﾌﾞ) 27

12 窪田直希 (浜：慶應高) 本橋翔太 (学：東京経大) 28

13 瀬谷祐生 (学：法政大) 伊藤響 (学：神奈川大) 29

14 望月雄大 (学：神奈川大) 中村政則 (須：日産追浜) 30

15 ｂｙｅ ｂｙｅ 31

16 永安一成 (学：日本大) 張本良 (海：ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 32

33 飯野弘義 (川：信号器材) 加藤健太 (学：専修大) 49

34 ｂｙｅ ｂｙｅ 50

35 川﨑透 (浜：横浜国大ｸﾗﾌﾞ) 棄 井上峻輔 (学：慶應大) 51

36 田中秀樹 (学：神奈川大) 棄 河原健太 (学：埼工大) 52

37 駒形元気 (須：日産追浜) 石塚宏之 (座：A.J.C.C) 53

38 緒方星斗 (座：アルファ２１) 棄 三瓶正裕 (川：青嵐ｸﾗﾌﾞ) 54

39 ｂｙｅ ｂｙｅ 55

40 橘優太 (学：駒澤大学) 宮城雄次 (学：國學院) 56

41 井坂純一 (学：日本大) 小塙祐太 (学：東京経大) 57

42 ｂｙｅ 古賀光一朗 (学：神奈川大) 58

43 山口拓也 (浜：ＪＦＥ京浜) 棄 西尾美則 (寒：白金丸) 59

44 戸辺春希 (川：美しが丘ｸﾗﾌﾞ) 中村隼輔 (学：東洋大) 60

45 井芹篤志 (浜：慶應高) 川瀬友太郎 (浜：慶應高) 61

46 竹下友也 (学：慶應大) 棄 春日康誉 (相：MD相模) 62

47 ｂｙｅ ｂｙｅ 63

48 中村祥吾 (海：ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 太嶋佑人 (川：信号器材) 64

65 和田圭輔 (川：信号器材) 笹尾卓人 (須：日産追浜) 81

66 ｂｙｅ ｂｙｅ 82

67 赤間翠 (川：青嵐ｸﾗﾌﾞ) 岡田凌弥 (学：東洋大) 83

68 川口祐太 (浜：横浜国大ｸﾗﾌﾞ) 棄 鈴木優 (学：神奈川大) 84

69 三井勝太 (学：神奈川大) 松井一樹 (川：青嵐ｸﾗﾌﾞ) 85

70 数本陸 (学：國學院) 野口達見 (学：埼工大) 86

71 大滝理浩 (浜：PEANUTS) ｂｙｅ 87

72 白井裕也 (浜：慶應高) 小森文俊 (相：MD相模) 88

73 木村駿太 (学：日本大) 松岡新也 (川：信号器材) 89

74 ｂｙｅ ｂｙｅ 90

75 杉山幸作 (川：信号器材) 磯山純平 (学：國學院) 91

76 新井祐将 (相：千木良T.P.C.) 小沢壮 (学：大正大) 92

77 小野守 (川：梅屋敷卓球ｸﾗﾌﾞ) 田中宏明 (座：A.J.C.C) 93

78 岡本紘樹 (浜：ＪＦＥ京浜) 小久保智大 (浜：慶應高) 94

79 ｂｙｅ ｂｙｅ 95

80 三田村凌 (学：慶應大) 三田村宗明 (海：ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 96

男子シングルス(代表５名）A

男子シングルス(代表５名）Ｂ

男子シングルス(代表５名）Ｃ



45 野中千尋 (学：大正大) 棄 宇田衣里那

中島三桜

松井彩音

（　７　）

5

(学：専修大) 30

35 檀野那月 (学：東京女子体育大学) 松本理沙 (学：國學院大)

15 鈴木円花 (学：青山学院大) 美濃口千夏

秋田佳菜子 (学：中央大)

平和華緒

三浦萌香 (浜：横浜隼人高)

10

(学：中央大) 20

(浜：太洋歯科)

(浜：横浜隼人高)

ｂｙｅ

小畑美菜 (浜：横浜隼人高)

大谷萌 (学：東洋大) 棄 野中成実

(相：相原高)

黒坂理帆 (浜：横浜隼人高)

ｂｙｅ

山口愛 (学：慶應大) (学：東洋大)

(相：相原高)

棄

矢口愛美

97 高木勇輝 (川・信号器材) 北村祐馬 (川：信号器材) 113

98 ｂｙｅ ｂｙｅ 114

99 馬内貴弘 (茅：西浜ｸﾗﾌﾞ) 棄 後藤忍 (学：神奈川大) 115

100 宇根総一郎 (浜：横浜国大ｸﾗﾌﾞ) 棄 工藤豪 (学：慶應大) 116

101 青山直之 (学：神奈川大) 橘川雄太 (相：千木良T.P.C.) 117

102 小林祐介 (川：青嵐ｸﾗﾌﾞ) 輿水亮一 (須：日産追浜) 118

103 ｂｙｅ ｂｙｅ 119

104 望月穣 (学：國學院) 中村謙吾 (海：ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 120

105 東文武 (学：日本大) 林亮宏 (浜：慶應高) 121

(学：神奈川大)

123

106 ｂｙｅ 南木瞭太

棄 草野太郎

(学：大正大) 122

107

白井礼 (座：A.J.C.C)

棄

加藤雄大

(学：千葉商科大) 124

109 山中寛大 (浜：武相高) 市川鷹秀 (浜：Ｙ校卓球会) 125

110

赤松秀平 (学：慶應大) 尾崎友哉

108 田辺和也 (須：日産追浜)

(寒：白金丸)

126

111 ｂｙｅ ｂｙｅ 127

(相：MD相模) 128112 青柳伸太朗 (藤：湘工大附) 飯野峻輔

1 棄 佐藤みき (学：高知工科大) 6笹尾明日香 (浜：横浜隼人高)

2 佐藤真美恵 (浜：PEANUTS) 棄 佐野葉子 (学：國學院大) 7

3

杉本恵 (浜：横浜隼人高)

鈴木千佳 (学：東京女子体育大学) 9

8

4

大沼香織 (浜：太洋歯科)

三浦麗葉

13 吉川由棄

松井桃華

ｂｙｅ

16

12 江田千秋 (学：國學院大) 17

11

26

22

岡真理江 (相：相原高)

18

14 工藤向日葵 (浜：横浜隼人高)

萩野舞子 (相：相原高)

19

21 佐野蒔子 (学：朝日大)

27

23 28

24

小宮千夏 (学：國學院大)

29

31 林茜 (浜：横浜隼人高) 36

25 柏木美輝 (須：湘南信用金庫)

37

33 石井麻琳 (相：相原高)

32 (川：個人)

34 遠藤南葉 (浜：横浜隼人高)

46

(相：相原高) 48

武山莉子 (相：相原高) 38

佐藤花都 (学：首都大学東京)

40

(浜：横浜隼人高)42 青木静香 (浜：PEANUTS)

小松友香

谷田恵美 (浜：横浜隼人高)

43

橘れな

女子(代表６名）Ｂ

女子(代表６名）Ｃ

(相：相原高)

47

女子(代表６名）Ｄ

女子(代表６名）Ｅ

39

41

谷内田優花

大房由実 (学：神奈川大)

木戸亜希穂 (浜：太洋歯科)

男子シングルス(代表５名）Ｄ

女子(代表６名）A

44 光根鈴香 (浜：横浜隼人高)

(相：相原高)

49

(学：専修大) 50



男子Ｓ第５代表及び関東ブロック代表順位決定リーグ

石榑大河 順位

石榑大河 ※ 3

宮城雄次 ３－１ 1

三田村凌 １－３ 4

青柳伸太朗 ３－０ 2

女子Ｓ第6代表及び関東ブロック代表順位決定リーグ

鈴木円花 得点・順位

鈴木円花 ※ ７点—２位

宇田衣里那 ０－３ ６点—３位

鈴木千佳 ０－３ ４点—５位

中島三桜 １－３ ６点—４位

杉本恵 ３－２ ７点—１位

男子9位以下決定戦 女子11位以下決定戦

関Ｂ代表

関Ｂ代表

女子13位14以下決定戦

松井桃

野中

（　８　）

松井彩

橘優太 補欠４ 佐野

山口

11位12位決定戦

松本

野中

小森文俊 補欠３ 光根

松井桃

大沼

檀野

森屋翼 補欠２ 谷田

（　８　）

得点

１－３ ３－１ ０－３

※

4

5

１－３ ３－２ ※

宮城雄次 三田村凌 青柳伸太朗

4

5

宇田衣里那 鈴木千佳 中島三桜

０－３ ３－１

３－０ ※ ２－３

３－０ ３－０ ３－１

※ ３－０ ３－１

０－３

３－０

※

０－３ ※ ０－３

１－３ ３－０ ※

関Ｂ代表

関Ｂ代表

３－０ ３－０ ０－３

杉本恵

２－３

０－３



和田圭輔 東文武
飯野弘義 木村駿太

駒形元気 伊藤響
輿水亮一 石田和基
内藤純太 川瀬友太郎
永安紀一 小久保智大
松井一樹 磯山三四朗
小野寺勇人 岡本優一
林光太郎 河村公祐
江原佳輝 大滝理浩
細川直志 西尾美則
秋葉龍介 尾崎友哉
岡田凌弥 (学：東洋大) 青柳伸太朗
小森文俊 （MD相模） 石榑大河
望月穣 (学：國學院) 森屋翼 (学：埼工大)
橘優太 （駒澤大） 戸辺春希 （美しが丘ｸﾗﾌﾞ）
川原健太 (学：埼工大) 廣瀬新
草野太郎 （千葉商科大） 渡邉龍之介
後藤忍 三觜智
新堀準也 中嶋直樹
中村隼輔 (学：東洋大) 工藤豪
蛯原大貴 （千木良TPC) 前田大貴
岡田憲二 松村一輝 (浜：松村ｽﾎﾟｰﾂ)
三枝正典 橘川雄太 （千木良TPC）
岡本聖也 白井礼 (座：A.J.C.C)
宇都宮純 笹淵成 （秦;ｽﾋﾟﾘｯﾂ）
眞柄岳郎
隈田一
中村祥吾 太嶋佑人
中村謙吾 高木勇輝

英田理志 北村祐馬
厚谷武志 平野伸幸

山名涼生
小屋悠真

平松英剛 青山直之 (浜：神奈川大)
澤本遼多 赤木一星 （関東学院大）
三井勝太 野口達見 (学：埼工大)
加藤雄大 石川肇 （丸善ｸﾗﾌﾞ）
阿部雄介 (相：MD相模) 林亮宏
手小由樹 （駒澤大） 窪田直希
市川鷹秀 細田周作
李強強 細田久成
川島直樹 市橋慎強
小澤優之 佐藤怜
宮城雄次 (学：國學院大) 小塙祐太 （東京経済大）
三田村凌 （慶應大） 加藤健太 （専修大）
井坂純一 (学：日本大) 松本拓海 (学：國學院)
阿部雄太 （法政大） 小川遥太 （早稲田大）
瀬谷祐生 (学：法政大学) 王京志
三井和哉 （法政二高） 片岡三四郎
福井陽介 野呂憲史郎
渡壁颯太 松下采冬
小池皓 天野宏哉
中陳辰郎 香取利煕
石塚宏之 宇根総一郎
田中宏明 座喜味太一
丹羽海斗 鈴木優
鍵谷幸秀 田中秀樹
古賀光一朗
牧野翔
飯野峻輔 (相：MD相模) 三田村宗明
永安一成 （学：日本大） 張本良

第３代表決定戦 太嶋佑人
高木勇輝
北村祐馬
平野伸幸

42 58

(浜：神奈川大)

(海：ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ)48 64

ｂｙｅ

(川：信号器材)

(浜：慶應高)

(学：日本大)

ｂｙｅ

9

10

25

26

41 57

55

40 56

39 (浜：桐蔭学園高)

53

38 54

37

(藤：Ｒｉｎｎｇ)

51

36 52

35
棄
権

49

34 50

33 (川：信号器材)

(浜：桐蔭学園中等)

8 24

7 (浜：神奈川大)

(藤：湘南工大附)

(寒：白金丸)

6 22

5 (川：青嵐ｸﾗﾌﾞ)

(浜：PEANUTS)

(浜：桐蔭学園高)

4 (藤：湘南工大附) (浜：慶應高) 20

19

18

(浜：神奈川大)

63

(浜：PEANUTS)

(浜：慶應高)

(秦：earth)

(浜：横浜国大ｸﾗﾌﾞ)

21

23

1
推
薦

3 (須：日産追浜)
棄
権

ｂｙｅ

17

2

(　９　）

男子複（代表３組）Ａ

男子複（代表３組）Ｂ

62

(浜：神奈川大)

(須：湘南信金)

(海：ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ)

46

47 (浜：神奈川大)

(藤：湘南工大附)

(浜：Ｙ校卓球会)

43 (浜：慶應高) 59

44 (藤：湘南工大附) 60

45 (座：A.J.C.C) 61

(浜：桐蔭学園高)

(川：信号器材)

(浜：慶應高)

(浜：神奈川大)

(浜：慶應高)

ｂｙｅ

推
薦

(浜：桐蔭学園高)

(浜：慶應高)

11

12

13

14

15

16 32(川：信号器材)

27

28

29

30

31

棄
権

棄
権

棄
権

(浜：慶應高)

(藤：Ｒｉｎｎｇ)

(学：慶應大)

ｂｙｅ



秋田佳菜子 中島三桜
美濃口千夏 宇田衣里那
谷内田優花 佐藤真美恵
萩野舞子 二瓶愛
荏田千秋 遠藤南葉
小宮千夏 小畑美菜
工藤向日葵 今福麻奈美 （相：MD相模）
松井彩音 小林光優 （川：丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ）

橘れな
小松友香

檀野那月 (学：東京女体大） 林茜
鈴木円花 （学：青山学院大） 三浦萌香

笹尾明日香 黒坂理帆
光根鈴香 谷田恵美
久慈香菜子
松本美優
三浦麗葉 木戸亜希穂
大谷萌 大沼香織
長谷川綾子 杉本恵
柏木美輝 松井桃華

武山莉子
岡真理江

野中千尋 （学：大正大） 松本理沙
野中成実 （相：相原高） 佐野葉子

第３代表決定戦 林茜
三浦萌香
笹尾明日香
光根鈴香

宮城雄次 永安一成 （学：日本大）
松本理沙 美濃口千夏 （学：中央大）
植松秀仁 小塙祐太 （東京経済大）
大房由実 檀野那月 （学：東京女体大）
橘優太 （学：駒澤大） 加藤健太
野中千尋 （学：大正大） 中島三桜
岡田凌弥 岡田憲二
大谷萌 柏木美輝

河村公祐
二瓶愛

中村祥吾 （海：ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） 厚谷武志 （川：信号器材）
今福麻奈美 （相：MD相模） 鈴木円花 （学：青山学院大学）

三田村凌 飯野峻輔 （相：MD相模）
山口愛 宇田衣里那 （学：専修大）
佐藤怜
佐藤真美恵
磯山純平 中村謙吾 （海：ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ）
小宮千夏 小林光優 （川：丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ）

中村隼輔 三枝正典
三浦麗葉 長谷川綾子

大滝理浩
中山敬子

高木勇輝 （川：信号器材） 松本拓海
佐野蒔子 （学：朝日大学） 佐野葉子

第３代表決定戦 加藤健太
中島三桜
三田村凌
山口愛

bye17

12

21

23

18 24

16 22

（学：國學院大）

15

（須：湘南信用金庫）（学：東洋大）

（浜：PEANUTS）

8

1 7

2

5

21

16 （浜：横浜隼人高） 22

15

（浜：横浜隼人高）

14 bye

（浜：太洋歯科）

20

13

9

4

(学：中央大）

10

3 （学：國學院大） （浜：横浜隼人高）

（学：専修大） 7

2 (相：相原高） （浜：PEANUTS） 8

1

14 bye 20

bye 11

混合複（代表3組）Ｂ
13

（浜：PEANUTS）

19

6

3 9

4 10（須：湘南信用金庫）

（学：専修大）

12

18

23

24

（浜：横浜隼人高）

(相：相原高）

（学：國學院大）

（学：東洋大）

（須：湘南信用金庫）

19

(　１０　）

女子複（代表3組）Ａ

女子複（代表3組）Ｂ

11

混合複（代表3組）Ａ
（学：國學院大）

（学：國學院大）

（学：慶應大）

（学：東洋大）

（学：神奈川大）

（浜：PEANUTS）

棄
権

bye

5

6

17

（浜：横浜隼人高）

bye

（浜：横浜隼人高）

(相：相原高）

(相：相原高）



ジュニア男子（代表8名）Ａ

1 岡本優一 (浜：桐蔭学園高) 小久保智大 (浜：慶應高) 25

2 片岡三四郎 (浜：慶應高) 棄 次田直樹 (学：日大高) 26

3 冨岡暢太 (浜：横浜商業高) 伊藤良太郎 (川：多摩高) 27

4 根岸優 (学：日大高) 土肥兼大 (川：法政二高) 28

5 ｂｙｅ ｂｙｅ 29

6 安食亘 (浜：横浜創英高) 井上啓 (海：海老名高) 30

7 本広謙太郎 (相：相原高) 廖秋千里 (相：相原高) 31

8 林大貴 (川：住吉高) 千葉紘久 (浜：武相高) 32

9 三部峻 (浜：武相高) 小野凌太郎 (浜：鶴見高) 33

10 数本蓮 (海：ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 田中大貴 (綾：綾瀬高) 34

11 (藤：湘工大附高) 小屋悠真 (浜：桐蔭学園中等) 35

安田湧 (浜：関東学院六浦中) 37

12 相原祐斗 (海：海老名高) 内田江史

14 中山滉介 (浜：新栄高)

(浜：横浜商業高) 36

13 佐々木渉 (浜：柏陽高)

植木駿平 (川：住吉高) 38

15 小岩竜久 (浜：桐蔭学園高) 畠山晴也 (浜：武相高) 39

16 坂井滉規 (浜：新羽高) 浅沼知博 (須：三浦学苑高) 40

17 ｂｙｅ 棄 井阪雄大 (浜：保土ヶ谷高) 41

18 澤本遼多 (浜：慶應高) 棄 中澤航貴 (浜：柏陽高) 42

19 松原黎央 (相：東海大相模高) 宇佐美太登 (浜：新羽高) 43

20 ｂｙｅ ｂｙｅ 44

21 海老沼聖人 (川：多摩高) 霜田征吾 (浜：桐蔭学園高) 45

22 緒方正輝 (相：相原高) 白松京介 (浜：新栄高) 46

23 渡邊真澄

24 望月龍大

47

(藤：湘工大附高) 48(須：三浦学苑高)

(浜：横浜商業高)

香取利煕

竹澤啓介

赤塚統矢 (川：法政二高)

（　１１　）



ジュニア男子（代表8名）Ｂ

57 田中啓翔 (川：多摩高)

ｂｙｅ 80

(浜：横浜商業高)

粟野勇希

73

82

清水健矢 (浜：新羽高) 81

56

玉置小太郎 (浜：柏陽高) 佐野光

細川将大 (浜：鶴見高)

(浜：柏陽高)

三木隼 (綾：岸田ｸﾗﾌﾞ)

(須：三浦学苑高)

83

58

60 角田優 (浜：横浜創英高) 棄 渡邉正明

59 (藤：湘工大附高)

61 辻悠斗 (須：三浦学苑高) 平松英剛

(相：東海大相模高) 溝田龍紀

(浜：保土ヶ谷高) 84

(浜：慶應高) 85

(浜：横浜創英高) 86

63 廣瀬新 (浜：慶應高) 澤田翔吾

62 山﨑秀泰

(浜：横浜商業高) 87

64 坂間裕太 (浜：横浜商業高) 安本拓馬 (藤：湘工大附高) 88

65 ｂｙｅ (浜：桐蔭学園高)

今村直人 (浜：関東学院六浦高)

89

66 藤田竜也 (相：相原高) 棄 今井悠斗 (浜：武相高) 90

67 宇都宮純 (浜：桐蔭学園高) 伊原信 (海：海老名高) 91

92

69 浅尾航太 (浜：新栄高) 関山陸 (海：ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 93

68

太宰祥 (浜：武相高)

開發功太郎

ｂｙｅｂｙｅ

94

71 源田由輔 (海：海老名高) 渡邉圭登 (相：東海大相模高) 95

70

72 相川誉 (浜：西本郷中) 森田晃司 (須：三浦学苑高) 96

49 中陳辰郎 (藤：湘工大附高) 梅宮照之

50

宇山碧飛 (浜：桐蔭学園中等)

清水泰史郎

52

(川：法政二高) 74

51 佐々木悠哉 (浜：横浜商業高) 塩田健人 (学：日大高) 75

長谷部達也

荒木潤大 (浜：桐蔭学園高) 76

53 ｂｙｅ ｂｙｅ 77

54 角池幸康 (浜：武相高) 棄 奥山晴大 (川：多摩高) 78

55 舛谷康太朗 (川：住吉高) 棄 棄 坂口雄也 (相：相原高) 79

（　１２　）



(海：海老名高) 128鍵渡創生

荻久保将太 (浜：横浜商業高)

前場寛太

104 堀越将大 (浜：横浜商業高)

129

106 森田拓統 (浜：関東学院六浦高) 角池雅康 (浜：武相高) 130

105

山川凌汰 (相：東海大相模高) 木浦響

(相：相模原ｼﾞｭﾆｱ)稲田健人 (川：法政二高)

131

108 林光太郎 (浜：慶應高) 尼野尊彬 (須：三浦学苑高) 132

107

後藤龍之介 (相：東海大相模高) 134

109 海老名昂汰 (学：日大高) 小林善伸

111

(相：相原高)

今福理博

(浜：桐蔭学園高) 133

110 川口祐輝 (海：海老名高)

135

112

石井大貴 (海：ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ)

木内裕介 (浜：武相高) 136

(浜：横浜商業高)

ｂｙｅ 菅原裕太

(綾：綾瀬高)濵光海 (相：相原高)

139

(須：三浦学苑高) 137

114 白須大翔 (浜：保土ヶ谷高) 棄 中村航

113

138

115 日高雄 (浜：横浜創英高) 白石純也 (浜：関東学院六浦中)

ｂｙｅ 140

117 文屋航 (藤：湘工大附高) 野口志恩 (浜：柏陽高) 141

118

山名涼生 (浜：桐蔭学園中等)

窪航太

116 ｂｙｅ

(浜：横浜創英高) 142

119 永井滉大 (浜：新栄高) 棄 岩崎修平 (川：多摩高) 143

120 角井一葵 (須：三浦学苑高) 川瀬友太郎 (浜：慶應高) 144

101 ｂｙｅ

98 中澤祐太 (浜：武相高)

100 桑原大輔 (浜：鶴見高)

ジュニア男子（代表8名）Ｃ

97 天野宏哉 (藤：湘工大附高) 磯山三四朗 (浜：桐蔭学園高) 121

122

99 菊地碧 (浜：柏陽高) 伊澤幸伸 (川：住吉高) 123

棄

出雲龍斗 (浜：新羽高) 124

ｂｙｅ 125

102 清水翔太 (浜：桐蔭学園高) 棄 小野滉介 (藤：湘工大附高) 126

103 伊藤柾道 (川：多摩高) 新堀純志 (川：法政二高) 127

（　１３　）



147 山口佑太 (浜：新栄高)

(浜：柏陽高) 183159 堀内一平

152 石田翔馬

(浜：鶴見高) 増子泰平

160 神井秀敬 (川：住吉高) 棄 田丸瞭（中等） (浜：桐蔭学園高) 184

161 ｂｙｅ 千葉輝大 (浜：横浜創英高) 185

162 岡本聖也 (浜：桐蔭学園高) 山﨑龍英

163 江原佳輝 (浜：慶應高) 小山海

ｂｙｅ

(相：相原高) 186

(須：三浦学苑高) 187

ｂｙｅ 188

165 北薗拓也 (藤：湘工大附高) 棄 隈田一

164

(浜：慶應高) 189

166 斉藤涼 (相：相原高) 永野猛 (海：ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 190

167 松本樹 (浜：保土ヶ谷高) 棄 山根郁也 (川：多摩高) 191

168 木田蓮斗 (須：三浦学苑高) 内藤純太 (藤：湘工大附高) 192

155 小堀海人

(浜：関東学院六浦中) 175

150 玉木和也 (相：東海大相模高) 須田和明

ジュニア男子（代表8名）Ｄ

145 林亮宏 (浜：慶應高) 福澤佑麻 (須：三浦学苑高) 169

146 細山田雄太 (川：法政二高)

(川：法政二高)

170

東海林聖央 (相：相模原ｼﾞｭﾆｱ) 171

(相：東海大相模高) 172

ｂｙｅ

148 張国彦 (浜：桐蔭学園高) 清水知樹

149 ｂｙｅ

151 豊永泰大 (海：海老名高) 笹本一樹

(藤：湘工大附高) 棄

山本達也 (浜：新羽高)

176

173

(浜：桐蔭学園高) 174

渡邊宏太

153 齋藤一輝 (浜：柏陽高) 矢作晃 (海：海老名高) 177

154 山本賢弥 (浜：武相高) 稲川彰 (浜：横浜商業高) 178

(浜：横浜創英高) 奥田清正 (浜：武相高) 179

156 市川海月 (浜：横浜商業高) 斉藤薫平 (学：日大高) 180

157 市川迅秀 (浜：横浜商業高) 望月大我 (浜：横浜商業高) 181

158 鈴木嵩流 (学：日大高) 鈴木博斗 (浜：武相高) 182

（　１４　）



(海：ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 217

(浜：関東学院六浦中) 238

213

198 長島雄哉 (浜：横浜商業高)

214

川嶋直樹 (浜：桐蔭学園高)

桂田麻留人

215 平野颯大 (浜：武相高) 松尾天弥

216 市川隼秀 (浜：中川西中) 棄 永安紀一

(浜：桐蔭学園中等) 239

(藤：湘工大附高) 240

204 勝田晴大 (浜：鶴見高)

201 村上朝太郎 (浜：新栄高)

210 宮尾将一 (相：東海大相模高)

207 長崎拓人 (川：法政二高)

ジュニア男子（代表8名）Ｅ

193 山本東吾 (須：三浦学苑高) 福澤昇悟

194 菅原雅弘 (浜：横浜創英高) 曽我部瑞 (川：住吉高) 218

出田直人 (浜：横浜商業高) 219

196

染谷裕士 (綾：綾瀬高)

丹羽海斗

195

辻村琢光 (藤：湘工大附高) (浜：桐蔭学園高) 220

197 ｂｙｅ ｂｙｅ 221

棄 小倉将紀 (海：海老名高) 222

199 福井陽介 (浜：慶應高) 棄 矢沢直輝 (川：多摩高) 223

200 古内駿也 (浜：桐蔭学園中等) 熊倉秀斗 (浜：横浜創英高) 224

宮崎靖也 (須：三浦学苑高) 225

202 松井駿介 (浜：横浜太洋ｼﾞｭﾆｱ) 棄 大竹直幹 (浜：柏陽高) 226

203 富田友樹 (学：日大高) 渡部裕斗 (相：東海大相模高) 227

矢部衛彦 (川：法政二高) 228

205 菊地原太貴 (相：相原高) 棄 富樫拓紀 (須：三浦学苑高) 229

206

北島宏通 (川：多摩高)

日野孔太 (相：相原高) 230

渡壁颯太 (浜：慶應高) 231

208 野口侑也 (浜：横浜商業高) 橋本慎史 (浜：武相高) 232

209 ｂｙｅ 宮内結有 (綾：岸田ｸﾗﾌﾞ) 233

西條望 (浜：横浜商業高) 234

211 山田大樹 (浜：柏陽高) ファン　ダイチ (浜：新羽高) 235

212 ｂｙｅ ｂｙｅ 236

佐藤聖馬 (藤：湘工大附高) 磯野紀行 (浜：保土ヶ谷高) 237

（　１５　）



246 田中俊太朗 (川：多摩高)

243 山本大吾 (浜：横浜商業高)

254 森光河 (浜：鶴見高)

251 池上遼大 (浜：武相高) 棄

260 ｂｙｅ

257 ｂｙｅ

ジュニア男子（代表8名）Ｆ

241 窪田直希 (浜：慶應高) 斉藤晴空 (須：三浦学苑高) 265

242 満正樹 (浜：横浜創英高) 半田大空 (川：住吉高) 266

萩原匠 (海：海老名高) 267

244 大久保翔悟 (相：相原高) 棄 伊藤章吾 (浜：横浜商業高) 268

245 ｂｙｅ ｂｙｅ 269

平岡祥一 (相：東海大相模高) 270

247 土手健太郎 (海：海老名高) 小澤優之 (浜：桐蔭学園高) 271

248 岩崎光 (浜：桐蔭学園中等) 飛田祐希 (浜：柏陽高) 272

274

249 衛藤大来 (綾：綾瀬高) 菊地一貴

王京志

(浜：保土ヶ谷高) 273

250 鈴木淳輝 (藤：湘工大附高) 行村晟 (学：日大高)

277

渡部圭太 (海：ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ) 275

252 鈴木大斗 (相：東海大相模高)

堂本貴弘

(浜：慶應高) 276

253 鍵谷幸秀 (浜：桐蔭学園高) 眞柄岳郎 (浜：慶應高)

280

青木千拓 (相：相原高) 278

255 岩崎海 (須：三浦学苑高)

越中渉太

(川：法政二高) 279

256 阿部貴雄 (川：住吉高) 贄川優友 (浜：横浜商業高)

283

棄

六谷健太 (浜：新羽高)

281

258 早瀬賢吾 (浜：柏陽高)

辻村玲摩

(浜：関東学院六浦高) 282

259 伊城直樹 (浜：武相高) 澤井翼 (浜：武相高)

286

ｂｙｅ 284

261 真栄平有希 (浜：新栄高)

262 春日井智裕 (川：法政二高)

264 牛山陽介

263 小幡勇輝 (学：日大高)

近澤将太郎 (浜：桐蔭学園高)

郡山凛人 (川：多摩高) 287

小池皓

(浜：横浜創英高) 285

(海：ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ)

（　１６　）

(藤：湘工大附高) 288



安岡美咲 (浜：横浜商業高) 61

ｂｙｅ 63

56 佐藤七海

59

52 石村真子 (浜：日大高) 山内南蕙子 (浜：横浜創英高) 60

ｂｙｅ 58

51 金子莉綾 (浜：横浜創英) 稲満舞衣 (川：住吉高)

佐伯友紀奈 (浜：横浜隼人中) 57

50 ｂｙｅ

ｂｙｅ 31

24 武山莉子 (相：相原高) 遠藤優葉 (浜：横浜隼人中) 32

(相：相原高) 29

22 地引七海 (浜：横浜商業高) 米山莉央 (浜：横浜商業高) 30

越田凛 (浜：横浜創英高) 28

21 町田夏波 (川：住吉高) 香取咲柚

ｂｙｅ 26

19 佐藤由梨 (浜：横浜創英高) 古橋愛実 (浜：日大高) 27

ジュニア女子（代表8名）Ｂ
17 青木優佳 (浜：横浜隼人中) 遠山美涼 (浜：横浜隼人中) 25

(浜：横浜隼人中) 48

丸岡由奈 (浜：横浜商業高)

53 小松友香

ジュニア女子（代表8名）Ｄ
49 光根鈴香 (浜：横浜隼人高)

40 岡真理江 (相：相原高) 冨田真子

(相：相原高) 46

39 石川千夏 (浜：横浜創英) ｂｙｅ 47

38 中田優菜 (浜：柏陽高) 萩野舞子

(浜：横浜商業高) 44

37 工藤向日葵 (浜：横浜隼人高) 武山華子 (相：相模原ｼﾞｭﾆｱ) 45

稲庭未夢 (浜：横浜創英高) 43

36 舛井愛子

35 土井下綾子 (海：海老名高)

(浜：横浜隼人中) 41

34 ｂｙｅ ｂｙｅ 42

33 松井桃華 (浜：横浜隼人高) 佐藤帆華

23 勝田芽依 (浜：横浜隼人中)

20 堀佑香 (相：東海大相模高)

18 ｂｙｅ

ｂｙｅ 15

8 福永友梨 (浜：横浜創英) 小畑美月

(浜：横浜創英) 14

(浜：横浜隼人中) 16

7 矢島若葉 (海：海老名高)

4 佐藤しずく

(浜：柏陽高) 13

6 森口蒼生（中） (浜：横浜隼人) 五十嵐智晴

5 金原みなみ (浜：横浜商業) 角田菜月

(浜：横浜創英) 栗田桃香

ｂｙｅ 10

(浜：横浜商業) 11

(相：相原高) 12

3 八幡晴香 (寒：旭が丘中) 棄 阿部玲奈

9

2 ｂｙｅ

ジュニア女子（代表8名）Ａ
1 杉本恵 (浜：横浜隼人) 小林光優 (川：丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ)

堀田優果 (浜：横浜隼人中) 64

62

(相：相原高)

ジュニア女子（代表8名）Ｃ

54 矢口愛美 (浜：個人) 久慈香菜子

（　１７）

(相：相原高)

55 本田真実子 (浜：柏陽高)

(浜：横浜商業高)



男子ジュニア７，８代表決定戦
ＡＢＣ(抽選）

ＤＥＦ(抽選）

女子ジュニア７，８代表決定戦
ＡＢＣ(抽選）

ＤＥＦ(抽選）

杉本

松井

(浜：横浜隼人中) 80

ジュニア女子（代表8名）Ｆ

ｂｙｅ 79

72 武山真子 (相：相模原ｼﾞｭﾆｱ) 松井薫音

(浜：柏陽高)永田理彩子

70 八幡明日香 (寒：旭が丘中) 棄

69 上野叶夢 (浜：横浜創英高)

橘れな (相：相原高) 76

勝村桃菜 (浜：横浜商業高) 78

77

ｂｙｅ 74

67 松本美優 (相：相原高) 塩谷愛 (浜：横浜創英高) 75

長本彩里 (浜：横浜隼人中) 73

66 ｂｙｅ

ジュニア女子（代表8名）Ｅ

(浜：横浜隼人高) 9688 谷内田優花 (相：相原高) 遠藤南葉

(綾：綾瀬高) 94

87 池神紗英 (浜：横浜創英高) ｂｙｅ 95

86 杉崎翠 (浜：柏陽高) 伊東瑠葵乃

(浜：横浜創英高) 92

85 長瀬夏海 (浜：横浜商業高) 半田まどか (相：東海大相模高) 93

84 黒羽のぞみ (川：住吉高) 林千智

ｂｙｅ 90

83 藤倉奈々華 (浜：横浜創英高) 棄 山本あいり (相：相原高) 91

新井和夏葉 (浜：横浜隼人中) 89

82 ｂｙｅ

(浜：横浜隼人高)

68 岡本佑奈

81 松井彩音 (浜：横浜隼人高)

(海：海老名高)

71 沼野海 (浜：横浜商業高)

65 小畑美菜

1

2

3

佐藤

磯山

森田

香取

杉本

2 遠山

3 冨田

1 窪田

2 内藤

3

窪田

香取
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1 松井

2 堀田

3 新井

1


