
平成２４年度全日本卓球選手権大会（カデット）出場選手一覧表

平成２４年１１月１６日（金）～１８日（日）：埼玉県越谷市総合体育館

■１４歳以下男子シングルス ■１３歳以下男子シングルス

■１４歳以下女子シングルス ■１３歳以下女子シングルス

■男子ダブルス ■女子ダブルス

順位 氏 名 所 属

１位 岩本 岬 岸田クラブ

２位 小澤 悠生 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

３位 青柳 伸太郎 荻野中

４位 石榑 大河 万騎が原中

５位 遠藤 航 千木良 T.P.C

６位 金子 史虎 千木良 T.P.C

特別枠 山下 紘平 荻野中

順位 氏 名 所 属

１位 遠藤 碧人 TTC 浦和

２位 中橋 啓人 新星クラブ

３位 杉本 和也 横浜太洋 Jr

４位 永安 紀一 東高津中

５位 山本 東吾 横浜太洋 Jr

６位 天野 宏哉 たなかクラブ

順位 氏 名 所 属

１位 三浦 萌香 横浜隼人中

２位 林 茜 横浜隼人中

３位 藤井 祐衣 岸田クラブ

４位 市川 倫 横須賀ﾘﾄﾙ

５位 黒坂 理帆 横浜隼人中

６位 谷田 恵美 横浜隼人中

順位 氏 名 所 属

１位 杉本 恵 横浜隼人中

２位 笹尾 明日香 横浜隼人中

３位 松井 桃華 横浜隼人中

４位 冨田 真子 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

５位 坪田 彩音 ベアーズジュニア

６位 小林 みゆう 丸子橋卓球

順位 氏 名 所 属

１位
岩本 岬 岸田クラブ

永安 紀一 東高津中

２位
中橋 啓人 新星クラブ

遠藤 碧人 TTC 浦和

３位
磯山 三四郎 東高津中

桑田 拓郎 東高津中

４位
遠藤 航 千木良 T.P.C

金子 史虎 千木良 T.P.C

５位
小澤 悠生 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

福澤 佑麻 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

６位
杉本 和也 横浜太洋 Jr

福澤 昇悟 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

順位 氏 名 所 属

１位
林 茜 横浜隼人中

杉本 恵 横浜隼人中

２位
三浦 萌香 横浜隼人中

笹尾 明日香 横浜隼人中

３位
黒坂 理帆 横浜隼人中

谷田 恵美 横浜隼人中

４位
永尾 垣 横浜隼人中

松井 桃華 横浜隼人中

５位
長崎 美柚 岸田クラブ

藤井 祐衣 岸田クラブ

６位
武松 美衣 たなかクラブ

高岩 萌枝 たなかクラブ



岩本 岬 石榑 大河
（岸田クラブ） （万騎が原中）

新井 裕也 金子 史虎
(城山中学校） 1 （千木良T.P.C）

遠藤 航 1 山下 紘平
（千木良T.P.C） 2 1 （荻 野 中）
青柳 伸太郎 小澤 悠生

（荻 野 中） （ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ）

石榑 大河 新井 裕也
（万騎が原中） (城山中学校）
青柳 伸太郎 遠藤 航

（荻 野 中） （千木良T.P.C）
2 金子 史虎

（千木良T.P.C）
1 山下 紘平

（荻 野 中）

ペンホルダー代表枠

遠藤 碧人 中橋 啓人
（TTC浦和） （新星クラブ）
天野 宏哉 山本 東吾

（たなかクラブ） （横浜太洋Jｒ）
青木 祐樹 1 1 福澤 昇悟

（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） 2 （ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ）
杉本 和也 永安 紀一

（横浜太洋Jｒ） （東 高 津 中）

天野 宏哉
永安 紀一 （たなかクラブ）

（東 高 津 中） 1 青木 祐樹
杉本 和也 1 （ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ）

（横浜太洋Jｒ） 山本 東吾
（横浜太洋Jｒ）

2 福澤 昇悟
（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ）

三浦 萌香 藤井 祐衣
（横浜隼人中） （岸田クラブ）

武松 美衣 1 谷田 恵美
（たなかクラブ） 2 （横浜隼人中）

市川 倫 1 吉川 由
（横須賀ﾘﾄﾙ） （鶴 間 中）
黒坂 理帆 2 林 茜

（横浜隼人中） （横浜隼人中）

藤井 祐衣 武松 美衣
（岸田クラブ） （たなかクラブ）

市川 倫 1 黒坂 理帆
（横須賀ﾘﾄﾙ） （横浜隼人中）

2 谷田 恵美
（横浜隼人中）

吉川 由
（鶴 間 中）

：Ａブロック Ｃブロック：

３位

５位

３位

特別枠

１位

：Ｂブロック

：Ａブロック

平成２４年度全日本卓球選手権大会（カデット）県予選会結果

平成２４年９月１日（土）：男子シングルス（ひらつかアリーナ）

９月８日（土）：男女ダブルス （大和スポーツセンター）

■１４歳以下男子シングルス

９月２日（土）：女子シングルス（荻野運動公園体育館）

１位
：Ａブロック１位
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■１3歳以下男子シングルス

１位

：Ｂブロック１位

：Ｃブロック１位

Ｅブロック１位：

Ｆブロック１位：

Ｇブロック１位：

：Ｂブロック１位

山下 紘平
（荻 野 中）

：Ｄブロック１位

：Ｃブロック１位

：Ａブロック１位

■１４歳以下女子シングルス

：Ｄブロック１位

：Ｂブロック

５位

３位

Ｄブロック：

５位



笹尾 明日香 松井 桃華
（横浜隼人中） （横浜隼人中）

武山 莉子 0 1 青木 優佳
（相模原ジュニア） （ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ）
小林 みゆう 1 坪田 彩音

（丸子橋卓球） （ﾍﾞｱｰｽﾞｼﾞｭﾆｱ）
冨田 真子 杉本 恵

（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） （横浜隼人中）

武山 莉子
松井 桃華 1 （相模原ジュニア）

（横浜隼人中） 小林 みゆう
冨田 真子 1 1 （丸子橋卓球）

（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） 青木 優佳
1 （ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ）

坪田 彩音
（ﾍﾞｱｰｽﾞｼﾞｭﾆｱ）

岩本・永安 中橋・遠藤
（岸田ｸﾗﾌﾞ・東高津中） （新星クラブ・TTC浦和）

森田・天野 2 山本・今永
（たなかクラブ） （横浜太洋Jr）

杉本・福澤 2 磯山・桑田
（横浜太洋Jr・ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） 2 （東高津中）

遠藤・金子 小澤・福澤
（千木良T.P.C） （ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ）

森田・天野
磯山・桑田 2 （たなかクラブ）

（東高津中） 杉本・福澤
遠藤・金子 2 2 （横浜太洋Jr・ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ）

（千木良T.P.C） 山本・今永
（横浜太洋Jr）

小澤・福澤
（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ）

三浦・笹尾 林・杉本
（横浜隼人中） （横浜隼人中）

青木・冨田 1 1 武松・高岩
（ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ） （たなかクラブ）
永尾・松井 1 谷内田・武山

（横浜隼人中） 1 （相模原ジュニア）

長崎・藤井 黒坂・谷田
（岸田クラブ） （横浜隼人中）

青木・冨田
黒坂・谷田 （ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ）

（横浜隼人中） 長崎・藤井
永尾・松井 1 （岸田クラブ）

（横浜隼人中） 1 武松・高岩
（たなかクラブ）
谷内田・武山

（相模原ジュニア）
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■男子ダブルス
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３位
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３位
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■１３歳以下女子シングルス

■女子ダブルス
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：Ａブロック

：Ａブロック

：Ａブロック
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