
小村 歩未 今福　真奈美

熊中 理子 松本　友里

大森　歩 園部　希枝

岡崎　菜々子 益子　綾子

松井直子 林 めぐみ

細渕めぐみ 鎌田 那美

秋田　留美子 櫻井 智枝子

武山　真子 村田 瞳

川内 結衣 川畑歩夢

戸辺 愛泉 櫨山七菜子

小室 聖 熊谷　眞弓

柴田 理彩 黒阪　有紀

李　陶 湯本 早紀

木戸　亜希穂 瀬山 咲希

小山内優菜 岡本　真奈 FAMILY/神奈川

古市由香 徳島　柚葉 太洋歯科/神奈川

安藤　和代 佐藤 加望 ＢＲＩＴＺ/東京

吉野　雅子 猪股 萌 ＴＥＡＭＺＥＲＯ/東京

老松 美空 キヤノンメディカルシステムズ（株）/東京 小笠原優子 狭山フレンズ/埼玉

篠田 優花 株式会社トプコン/東京 関　智美 親球会/埼玉

堀田　詩織 宇田 衣里那

小笠原　若菜 鈴木 理彩

谷口 ひかり 鳥屋 真帆

三木 邦寿 赤川 真生

奥下　茜里 長田　由香里

海保　愛美 内田　郁美

牛嶋　星羅

平　真由香

優勝 小村 歩未
熊中 理子

準優勝 湯本 早紀
瀬山 咲希

第３位 奥下 茜里
海保 愛美

第３位 鳥屋 真帆
赤川 真生

女子ダブルス　 記　録

レゾナック/茨城 27

13 レゾナック/茨城 SPOTTO/神奈川 26

25

10 23

11 ＣＲＯＮＹ/神奈川 ＮＴＴ東日本　東京/東京 24

12 卓精会/東京

8 流山アストロズ/千葉 21

9 茶の実/神奈川 22

6 ＮＴＴ東日本　東京/東京 茶の実/神奈川 19

7 太洋歯科/神奈川 株式会社トプコン/東京
３－０

熊中 理子

キヤノンメディカル
システムズ（株）

4 MD相模/神奈川 ＳＰＯＴＴＯ/東京 17

5 ＳＰＯＴＴＯ/東京 青葉クラブ/埼玉

小村 歩未

1 キヤノンメディカルシステムズ（株）/東京 MD相模/神奈川

16

2 国母JTC/山梨 東日本技術研究所/茨城 15

3 青葉クラブ/埼玉 キヤノンメディカルシステムズ（株）/東京

キヤノンメディカルシステムズ
（株）/東京

14

18

20

キヤノンメディカルシステムズ（株）/東京

株式会社トプコン/東京

レゾナック/茨城

キヤノンメディカルシステムズ
（株）/東京



渡辺 由希子 鳥屋麻子
山田 陽子 宍戸裕子
武藤　和美 小原美希
山﨑　香織 佐藤千昌
島村 美千代 ウイングス/東京 島田 美鈴
有馬 恵理子 ＢＡＬＡＮＣＥ/東京 谷中 和
荻田　久美子 櫻井　奈美 グリーンスポーツ/神奈川

佐藤　カンナ 川島　奈都 藤沢レディース/神奈川
宮本 美枝子 松井　征子
菅原 智華子 阿部　花子
小林 尚子 川本 和枝
横田 正子 小松 敏子
永田絵美理 横尾　正代
山口弘美 鈴木　厚子
奥野 圭子 藤井　佳子
小川 真弓 前田　恵美
秋岡　基子 岸 雅江
杉浦　真理 山口 由志美
宮里 美智子 亀井典子
林 華子 坂本裕子
川合　幸子 岡崎 真澄
片寄　佐知子 深野 里実
兼子 良美 浜町卓研/東京 小宮伸子 狭山フレンズ/埼玉

秋元 恵 ｊｏｕｉｒ/東京 大前徳恵 Amuse/埼玉
山崎　綾子 グリーンスポーツ/神奈川 椎名　允
國井　徳子 ＭＤttl/神奈川 笹賀　真由美

佐藤　明子 藤井 由美
山脇　綾子 水野 知子
近藤晴美 松澤　鶴代
齋藤博美 阿部　シズ江
山本寿美江 石 巍
崎濱　東己 石川 充子
須賀 良恵 青山 広美
林 玉華 石沢 真奈美
小野 千代 卓精会/東京 高浪　亮子
石塚 ゆりか 九十九/東京 森田　純子
廣瀬　美砂子 宮田　康子 鎌倉卓球クラブ/神奈川

古井　由美佳 杉本　美紀 秦野レディース/神奈川
小林 幸子 野見山小夜子 東浦和卓球センター/埼玉

石塚 陽子 高見真寿美 ウイニングショット/埼玉
古谷　みどり 片野 純子
西野　孝子 伊藤 悦子
髙木和 恵子 伊東　広美
和田 恵美 高橋　房子
松長　恵美 高木　寿子
森野　一枝 岩澤　由美子

北島 よし子 卓精会/東京 小松 亜子
松田 美恵子 双葉苦楽部/東京 渡邊 恵子
ペイトン由美子 角　郷子
村上雅子 荻田　恵美子

冨永 和子 谷川 千秋
小海 千恵子 小松 由紀
杉本　世里恵 長谷川　妙子 FAMILY/神奈川

大橋　裕子 栗原　弘子 ＣＯＬＯＲ/神奈川
青木　由紀子 吉田 真奈美 卓精会/東京

小林　葉子 田口 秋実 ＳＯＲＡ/東京
上原 照子 池田 美知子
水野 睦子 重國 美木
永堀由紀美 東浦和卓球センター/埼玉 中山　恵美子

寺元千佐子 彗星会/埼玉 金江　光江
伊藤 由紀子 中田 富子 八王子ポニー/東京

芝 里果 平本 孝子 すばる/東京
佐藤 智恵美 和田　るり
間口 澄子 髙橋　美由姫

堀口歩子 松本 菜菜 アルバトロス/東京

中田久美子 原田 しのぶ Ａｋｉｂａ卓球スタイル/東京

渡辺

アルバ
トロス

女子40歳以上ダブルス

33 花野井クラブ/千葉

花野井クラブ/千葉

66

32 浜町卓研/東京 HamaWing/神奈川 65

30 川崎レディース/神奈川 63

31 京卓クラブ/東京 64

29 杉並卓球クラブ/東京 ウイングス/東京 62

27 横須賀レディース/神奈川 60

28 川崎レディース/神奈川 61

58

26 まじかるぱんだ/東京 ｃａｒｏ/東京 59

24 九十九/東京 57

25 狭山フレンズ/埼玉 浜卓会/神奈川

23 HamaWing/神奈川 松草クラブ/神奈川 56

54

22 千代田クラブ/東京 川崎レディース/神奈川 55

20 ホークス/東京 53

21 平塚レディース/神奈川 プレミアム/東京

18 全横会/神奈川 51

19 芙蓉クラブ/山梨 52

17 千代田クラブ/東京

アルバトロス/東京

50

16 太洋歯科/神奈川

千代田クラブ/東京

49

15 富士電機クラブ/千葉 FAMILY/神奈川 48

14 FAMILY/神奈川 九十九/東京 47

12 45

13 MDttl/神奈川 46

11 松草クラブ/神奈川 すばる/東京

所沢レディース/埼玉 川崎レディース/神奈川 40

38

6 サザンスターズ/東京 ホークス/東京 39

44

10 ＢＡＬＡＮＣＥ/東京 大網クラブ/千葉 43

9 川崎レディース/神奈川 美鷹クラブ/東京 42

山田

1

浜町卓研/東京

34

2 浜卓会/神奈川 三峰/埼玉

4 相模原レディース/神奈川 37

5 八王子ポニー/東京 チェリオ/神奈川

35

3 淑友クラブ/東京 36

8 九十九/東京 瑞穂クラブ/茨城 41

7



優勝 渡辺 由希子
山田 陽子

準優勝 小原 美希
佐藤 千昌

第３位 堀口 歩子
中田 久美子

第３位 青山 広美
石沢 真奈美

三峰/埼玉

アルバトロス/東京

花野井クラブ/千葉

千代田クラブ/東京



中村　祥吾 岡田 広寿

中村　謙吾 小堀 佑也

渡辺 貴史 村田貴彦

加藤 匠 伊藤拓馬

小澤 将人 橋本　　賢

岡田 俊 目黒太公都

佐藤　良 廣瀬　豊

川久保直哉 大澤　勇斗

北田　雄大 大槻 周瑛

永井　佑弥 佐藤 陽大

佐藤　亮 井上史寛

松郷大樹 内田龍也

徳島 剛 長谷川　尚也

太田 輝 森田　晃司

川﨑　睦史 安齋 正樹

征矢　一眞 白井 裕也

尾崎太飛 小山 まぐま

川野颯儀斗 谷口 友章

土門　和男 宮城　雄次

久保　大輔 石田　悠

飯野　峻輔 藤川 大輔

春日　勝太 石川 湧也

大澤拓記 親球会/埼玉 川端隼也

阿部汰樹 熊谷ＴＴＦ/埼玉 高橋　瞭

御畑　俊博 古西　瞭太

丸田　啓文 小牧　玲雄

上田 達章 ウイニングクラブ/東京 巽 晶太郎 東雄クラブ/東京

須保 博行 大花火/東京 中井 彬人 Ｔ．Ｔ Ｌａｂｏ/東京
齋藤友哉 鈴木　恭介

井上堅太 荻野　哲平

深見　太郎 櫻井勇治

荻久保　陽介 大澤祐貴

松岡 真也 岡村　紀

浅井 裕太 佐藤　允彦

髙橋　英二 小川 翔

新井　達也 高橋 翼

田中　良平 瀬谷 祐生 つばさクラブ/東京

飯塚　公規 牛尾 学穂 ＳＰＯＴＴＯ/東京
植松　秀仁 菊池　真登

高橋　宏太 櫻内　　遼

島川　修一 舘岡 俊矢

笹尾　卓人 岡本 光市

小島 広夢 宮澤直也

飯島 信成 斉藤達哉

原一 （株）昭和電工ガスプロダクツ/山梨 川口　祐太

中西淳 FLATFIELD/山梨 川崎　透

黒澤利仁 颯佐薫之

衣川亮輔 小河原拓也

高中亞鈴治 金田　聡

岸田翔伍 黒紙　徳幸

穴原 和直 伊藤 雄一朗

荻野 友希 渡辺 康介

齋藤　健吾 松山佳樹

尾崎　友哉 髙橋直希

兼子 啓 西村 馨史

大霜 康法 有川 直人

森内　和生 荒木 亮祐

矢野　泰成 浅利 至

粟津 成達 チームＤＲＥＡＭ/東京 萩本政大

川口 翔史 卓精会/東京 百瀬圭祐

長谷陽介 渡辺 太樹

井上東雄 相馬 練

市川　純希 中本敦雄

内田　涼哉 上園和

1 リトルキングス/神奈川 ＩＭＰＡＣＴ/東京 33

男子ダブルス (1) 記録

3 まじかるぱんだ/東京 瑞穂クラブ/茨城 35

2 杜卓球クラブ/東京 オーシャン/埼玉 34

5 シーグラス/神奈川 ＮＴＴ東日本　東京/東京 37

4 流山アストロズ/千葉 太洋歯科/神奈川 36

7 青嵐クラブ/東京 日本精工/神奈川 39

6 蝶友クラブ/埼玉 TKOクラブ/埼玉 38

9 一球クラブ/埼玉 ＳＰＯＴＴＯ/東京 41

8 日製日立/茨城 ＫＴＡ立川/東京 40

11 MD相模/神奈川 ＯｖｅｒＬｉｇｈｔ/東京 43

10 FTC/神奈川 湘南信用金庫/神奈川 42

12 Ａva/千葉 44

13 TEAM-ISOGO/神奈川 青嵐クラブ/神奈川

47

16 シックス・ワン/神奈川 ユージくんの卓球場/埼玉 48

45

14 46

15 Ａva/千葉 もっちーず/茨城
徳島 剛

青嵐クラブ
太田 輝

18 SPC/茨城 青嵐クラブ/東京 50

17 ＴＥＡＭＺＥＲＯ/東京 シーグラス/神奈川 49

19 鶴見labo/神奈川 51

20 鎌倉卓球クラブ/神奈川 日製日立/茨城

22 ＳＰＯＴＴ東京 朝日クラブ/埼玉 54

52

21 日産追浜/神奈川 ＹＯＹＯ　ＴＡＫＫＹＵ/東京 53

56

25 わくどきダイアリー/埼玉 A.J.C.C/神奈川 57

23 横浜国大クラブ/神奈川 55

24 TKOクラブ/埼玉 流山アストロズ/千葉

27 ファイターズ/神奈川 所沢市役所/埼玉 59

26 １－Ｃ/東京 卓翔会/東京 58

29 リコー厚木/神奈川 Ｋｕｎｉｔａｋｕ/東京 61

28 Ｅｘｃｅｅｄ大田/東京 東京ガス/東京 60

63

32 日製日立/茨城 東京ガス千葉/千葉 64

30 TKOクラブ/埼玉 62

31 ボンバーズ/千葉 ＴＥＡＭＺＥＲ/東京

決勝
徳島 剛
太田 輝

青嵐クラブ

岩城 友聖
青山 昇太
東京ガス

２－３



今西 健太郎 高田　直騎

島村 直道 髙橋　　毅

菊田　敏之 柏倉宏樹

川邊　耕大 大島佑太

石松　和哉 大沼 宗範 九十九/東京

田辺　和也 大沼 克彰 熱球倶楽部/東京
小布施和成 朝日クラブ/埼玉 中川　辰宣

河合竜太 ＴＴＣ浦和・土合/埼玉 松谷　一輝

江波戸正太 石塚　宏之

田村洸大 田中　宏明

石川　雅也 伴 誠也

市川　鷹秀 石川 竜也

細井 悠太 増田佳南

島村 晋太郎 粟生直人

有江優紀 Ｆｏｅｒｓｔｅｒ ＧＣ

國武領有 行則 一秀

前田　卓見 高橋　聖那

張　星宇 高橋　千都智

桜井 貴史 谷合 大樹

吉川 一樹 藤岡 純也

水ノ上　達也 宮下　基

八谷　祐輝 山本　正和

川口 陽陽 田中直記

畠山 広夢 桜庭文哉

山下 剛 笠松 隆幸

亀井 悠平 伊藤 由宇

荒　　正志 百々彩人

今井　洸気 内田拓光

森山喬史 中村　隼輔

平井龍樹 三枝　正典

森屋　翼 南波 裕輝

小田　康介 川路 斗真

北村　祐馬 髙橋優太

馬渡　元樹 安間大起

山田泰久 曾谷拓也 スピリッツ市原/千葉

施　宇哲 藤本　駿

合田 翔一 井原 貴史

吉野 圭 小寺 智也

相良俊希 森　大輔

岩城 達輝 岩本　拓海

山越　尚也 瀬川 賢矢

上野　明大 中井 崚悟

田淵 拓也 雨宮浩司

大村 将広 工藤健太

工藤　祐作 星　　智仁

野水　将也 中村浩二郎

岩城 友聖 佐々木　信也

青山 昇太 山内　乙平

井坂　純 上野　瑛

寶金　侑作 古賀　翔太

松浦 虎三郎 松﨑 友佑

瀬川 直道 三上 貴弘

藤井　太 佐藤　博紀 MD相模/神奈川

前田　雄太 矢内　智大　 ＣＲＯＮＹ/神奈川
志村信好 TKOクラブ/埼玉 為我井　大輔

天田祐貴 寄居卓連/埼玉 望月　康平

内田 碧 ＳＰＯＴＴＯ/東京 柳川　大智

佐藤 佑樹 ＢＲＡＶＥ/東京 櫻井　皓太

今泉　大地 築地佑太

奥村　駿 高杉東志

藤本　有宏 紺野 文哉

小口　悠介 狩野 怜志

赤羽 一輝 大塚裕貴

千葉 雄太 竹之内亮佑

126

95 下妻ポピーズ/茨城 ＺＩＺＯ倶楽部/東京 127

96 Ｅｘｃｅｅｄ大田/東京 流山アストロズ/千葉 128

94 青嵐クラブ/神奈川 蝶友クラブ/埼玉

123

92 もっちーず/茨城 124

93 富士フイルム/神奈川 125

88 東京ガス/東京 横浜ＳＷＩＴＣＨ/神奈川 120

89 日製日立/茨城 シックス・ワン/神奈川 121

90 千代田クラブ/東京 Ｔ．Ｏ．Ｍ＆卓球三昧/東京 122

91 鶴見labo/神奈川

117

86 １－Ｃ/東京 Honda/埼玉 118

87 シックス・ワン/神奈川 （株）アマタケ/茨城 119

85 TROUBLESOME/栃木 ＮＴＴ東日本　東京/東京

114

83 青嵐クラブ/東京 ＳＰＯＴＴＯ/東京 115

84 東京ガス千葉/千葉 高倉クラブ/神奈川 116

82 蝶友クラブ/埼玉

111

80 リトルキングス/神奈川 東京ガス/東京 112

81 信号器材（株）/神奈川 TKOクラブ/埼玉 113

東京ガス

岩城 友聖
青山 昇太79 TKOクラブ/埼玉 湘南信用金庫/神奈川

108

77 ＯｖｅｒＬｉｇｈｔ/東京 Ｔ＆Ｔクラブ/東京 109

78 日製日立/茨城 卓球RIKI/埼玉 110

76 ＹＯＹＯ　ＴＡＫＫＹＵ/東京 親球会/埼玉

ＰＢクラブ/神奈川 105

74 クラージュ/東京 西東京クラブ/東京 106

75 横浜国大クラブ/神奈川 流山アストロズ/茨城 107

73 シーグラス/神奈川

70 アンカー/神奈川 ＴＥＡＭＺＥＲＯ/東京 102

71 ＩＭＰＡＣＴ/東京 Ａva/千葉 103

72 ユージくんの卓球場/埼玉 ＳＰＯＴＴＯ/東京 104

67 日産追浜/神奈川 99

68 シーグラス/神奈川 100

69 Ａva/千葉 A.J.C.C/神奈川 101

男子ダブルス (2)記録

65 ＴＥＡＭＺＥＲＯ/東京 日製日立/茨城 97

66 リコー厚木/神奈川 ＮＴＴＣ/埼玉 98



男子40歳以上ダブルス

優勝 岩城 友聖

青山 昇太

準優勝 徳島 剛

太田 輝

第３位 Ｆｏｅｒｓｔｅｒ ＧＣ

行則  一秀

第３位 櫻井 勇治

大澤 祐貴

東京ガス/東京

青嵐クラブ/東京

ユージくんの卓球場/埼玉

ＳＰＯＴＴＯ/東京



谷崎 明彦 三田村 英孝
中谷 昌志 吉田 文武
八巻　正幸 武藤　直人
鎌田　充 勝又　重信
武田邦明 清水 克憲
新井広樹 白□ 洋己
北河 良一 柏崎　秋雄
井上 晃徳 長谷川　進
杉橋　智行 加藤祐介 鳩ケ谷クラブ/埼玉
山田　雅喜 與儀和也 初雁卓球クラブ/埼玉
金田　学 松本 順
水口　和也 竹内 伸一
小宮信一郎 山田　和好
瀬川岳伸 宇宿　秀三
八城 守 卓楓会/東京 平川　綾一
藤田 和彦 ＡＱＴＡ/東京 荷見　昌治
伊東　直之 木村　達彦
青木　賢 橋口　賀保
保立 幸則 大谷　卓
阿部 俊樹 舩山裕二
高山　充祥 河合　勲二
佐藤　拓 江森　確
鈴木大介 流山アストロズ/千葉 小西　利之
陳ヶ尾憲二 成田クラブ/千葉 内田　宏明
柴崎　裕 中野 太智 ＺＩＺＯ倶楽部/東京
河村　淳 千田 学 丸善クラブ/東京
有間 博幸 長谷川　桂志
山本 智 菊野　輝昭
鮎川　良太 Ｌｉｆｅ/山梨 大越弘之 流山アストロズ/千葉
青島　友晃 Ｃｌｕｂ－ｅ/山梨 神谷一成 ＴＡＳＫ/千葉
青木　洋一 大橋孝次 初雁卓球クラブ/埼玉
相原　徹人 中太隆明 親球会/埼玉
谷脇幸博 鳩ケ谷クラブ/埼玉 黒須　義章
阿部裕展 E’ｓ/埼玉 大貫　岳人
大川 貴弘 クラージュ/東京 大川良明
河本 相旭 ピンポンさん/東京 篠田幸司
村川宗央 朝日クラブ/埼玉 高根晋太郎
菊地宏中 川口市役所/埼玉 鈴木直也
天野　正浩 Ｒ＆Ｍ/神奈川 加藤 忠
戸崎　研吾 遊神/神奈川 植田 一幸
山岸　栄輝 平島寛之
宇津　直紀 鈴木　幸司
望月 滋弘 ファースト卓球スクール/東京 水上　聡 TSC/山梨
初田 純 ルシファー/東京 松村　隆弘 保険プラザ山梨㈱/山梨
吉田政次 ＪＮＣ/千葉 森山　敬昭
安西英樹 袖ヶ浦クラブ/千葉 浅川　仁
田中 敏裕 栗原 広行 双葉苦楽部/東京
椋 寛之 久保田 清 ＦＬＥＸ/東京
李　雁 粛　敬意
内藤　健 松井　正幸
板坂泰治 川村義則
茨木栄武 原田直輝
山本 茂 澁谷　樹
成松 淳 清水　大輔
村上　勝美 風林火山/神奈川 後藤　崇士
松島　伸一 高倉クラブ/神奈川 岡田　憲二
當間　保 渡辺輝彦
菊地浩彰 田中 大起
宇根　総一朗 下野 勇
須崎　博治 河野 誠
関根 透雄 斎藤　健治
松下 大介 櫛田　剛志
松野　喜明 アローズ/神奈川 国広 哲弥
丸山　伸太郎 大正同好会/神奈川 斉藤 真
石塚雄吾 布能　龍 大門クラブ/埼玉
平野明宣 成田　訓 久喜イーグルス/埼玉
濱田 祥人 高橋　艦史郎
下山 真一 阿部　進
平本　洋 かながわ信用金庫/神奈川

渡辺　嘉則 高倉クラブ/神奈川

男子40歳以上ダブルス 記録

2 SHIPs/神奈川 平塚卓栄会/神奈川 37

1 卓精会/東京 卓楓会/東京 36

4 武道館クラブ/東京 リコー厚木/神奈川 39

3 親球会/埼玉 ゴルベテ/東京 38

41

7 一球クラブ/埼玉 横浜市役所/神奈川 42

5 鶴舞公園倶楽部/神奈川 40

6 美しが丘クラブ/神奈川 卓精会/東京

8 多賀クラブ/茨城 43

9 リコー厚木/神奈川 MS卓球クラブ/神奈川

11 日産追浜/神奈川 高倉クラブ/神奈川 46

44

10 Ｅｘｃｅｅｄ大田/東京 朝日クラブ/埼玉 45

14 フィオーレ/東京 Y校卓球会/神奈川 49

12 西浜クラブ/神奈川 47

13 MS卓球クラブ/神奈川 48

15 50

16 アスリート相模/神奈川 51

17 チームSIGE/栃木 52

18 親球会/埼玉 530 - 3

阿部
高橋

カヴァ
ヌーラ

21 富士フイルム/神奈川 青嵐クラブ/神奈川 56

19 流山アストロズ/千葉 54

20 チームＤＲＥＡＭ/東京 55

22 57

23 美しが丘クラブ/神奈川 58

24 九十九/東京 59

25 ＰＢクラブ/神奈川 太洋歯科/神奈川

27 ゴルベテ/東京 日産追浜/神奈川 62

60

26 ぱぱ～ず/埼玉 ファースト/埼玉 61

28 湘南信用金庫/神奈川 63

29 フルセット/埼玉 美鷹クラブ/東京

31 好卓会/東京 アスリート相模/神奈川 66

64

30 美しが丘クラブ/神奈川 フィオーレ/東京 65

35

34 卓精会/東京 カヴァヌーラ/神奈川 69

32 Ｋｕｎｉｔａｋｕ/東京 67

33 流山アストロズ/千葉 68



男子40歳以上ダブルス

優勝 高橋 艦史郎

阿部 進

準優勝 谷崎 明彦

中谷 昌志

第３位 大越 弘之

神谷 一成

第３位 宇根 総一朗

須崎 博治

カヴァヌーラ/神奈川

卓精会/東京

美しが丘クラブ/神奈川

流山アストロズ/千葉

ＴＡＳＫ/千葉


