
1位T

ﾍﾞｽﾄ8

1位T

ﾍﾞｽﾄ8

2位T

3位T

大井　雄太

（砧中学校）

長嶋　玄魁

（駒沢中学校）

古内　丈久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪　第１９回関東ｵｰﾌﾟﾝ中高生卓球大会　表彰一覧　≫　　　　　　　　　　　　　　　    東京体育館　2016年8月29日

決勝 優勝 準優勝 3位 3位

中学男子個人戦

男子A
佐久間　優　（千城クラブ） 髙橋　天馬　（日大豊山中学校） 三木　隼　（岸田クラブ） 曽根原　七紫　（千城クラブ）

行徳　千歳　（日大豊山中学校） 小野寺　紘平　（千城クラブ） 三宅　マティウ　（日大豊山中学校） 谷地　一晃　（駒沢中学校）

順位
その１ その２ その３

平崎　泰良　（あすなろクラブ） 沖津　悠斗　（あすなろクラブ） 伊藤　郁弥　（日大豊山中学校）

小野寺　卓巳　（日大豊山中学校） 鈴木　健人　（日大豊山中学校） 関　泰雅　（日大豊山中学校）

片桐　悠汰　（谷和原ｸﾗﾌﾞ） 川辺　旺慧　（本郷中学校） ﾌﾟﾙｼﾞｭﾆｸ･ﾏｸｼﾑ（渋谷教育学園中学校） 高原　健吾　（日大豊山中学校）
男子B

橋本　悠樹　（私立武蔵中学校） 大山　誉暁　（田柄中学校） 髙畑　尚生　（田柄中学校） 藤本　汰輝　（あすなろクラブ）
ﾍﾞｽﾄ１６

山形　龍也　（日大豊山中学校）

片岡　叶希　（砧中学校）

その４

1位 ２位 1位 ２位 1位 ２位 1位 ２位

並木　洵 横井　太一 松村　陸央 須藤　大毅

小林　弘忠

（私立武蔵中学校） （暁星中学校）

（田柄中学校） (宝仙学園中学校） （宝仙学園中学校） (中村中学校）

（小金井JTC） （帝京大中学校） （砧中学校）
4位T

郷治　太乙 姜　知輝 佐藤　祐真 下村　勇輝

（日大豊山中学校） （砧中学校） （小石川中等教育学校）（小石川中等教育学校） （砧中学校） （あすなろクラブ） （芝中学校） （私立武蔵中学校）

男子A

男子B 3位T
山﨑　陸太郎 小坂　瀬那 羽　大和

2位T
柳澤　旬　 下平　涼太 濱中　健太郎 浅井　貫志 成松　吾錬　 前田　楓太 上原　悠人 堀永　敬太

（私立武蔵中学校）

小泉　玲偉 岡村　有一郎 浦田　桂一郎 鶴岡　波樹 杉本　直央

（芝中学校） （御園中学校） （谷和原ｸﾗﾌﾞ） （本郷中学校） （獨協中学校） （私立武蔵中学校） （水元中学校） （小石川中等教育学校）

4位T
鷲見　惟心 小畑　空 赤松　龍一 岩田　叡人 角　空翼 市川　実琉 寺田　侑泰 坂本　克人

（暁星中学校） （田端中学校） （御園中学校） （獨協中学校） （宝仙学園中学校） （御園中学校） （宝仙学園中学校） （帝京大中学校）



1位T

ﾍﾞｽﾄ8

1位T

ﾍﾞｽﾄ8

２位T

３位T

４位T

２位T

３位T

４位T

大谷　健人　（東京成徳大高校） 平井　秀磨　（東京成徳大高校） 石田　開　（芝高校） 大平　直輝　（筑波大附属駒場高校）

太田　夏輝　（芝高校） 羽生　裕紀　（東京都市大付属高校） 初田　元希　（芝高校）

北岡　大知　（東京成徳大高校） 岩田　貴洋　（筑波大附属駒場高校） 渡辺　優生　（都立西高校） 櫛田　学史　　（東京都市大付属高校）

櫻井　健太　（学習院高等科） 金子　祐也　（都立上水高校） 内山　幸洋　（獨協高校） 仁多見　颯人 （東京都市大付属高校）

清水　良祐　（私立武蔵高校）

吉田　温紀　（私立武蔵高校） 松島　巌希　（私立武蔵高校） 和氣　臣哉　（東京成徳大高校） 坂内　智哉　（昭和第一学園高校）

須藤　望　（都立片倉高校）

清水　航平　（麻布学園高校）

藤本　大輝　（小石川中等教育学校）

男子A

八鍬　克城　（あすなろクラブ）

男子B

石田　裕翔　（昭和第一学園高校）

田山　康一　（小石川中等教育学校）

堀内　雄大　（都立武蔵丘高校）

渡邉　勇都　（関東第一高校）　

川端　将也　（都立西高校）

梶野　嘉紀　（昭和第一学園高校）

戸辺　祐希　（都立片倉高校）

阿久津　圭祐　（都立武蔵丘高校）

馬場　教之　（江東商業高校）

男子A

男子B

順位
その１ その２

1位 ２位 1位 ２位

柳本　龍一　（渋谷教育学園高校）

舟守　勇和　（都立片倉高校）

須永　瑞樹　（小金井JTC)

堤　和馬　（あすなろクラブ）

佐藤　蓮　（都立武蔵丘高校）

横尾　泰智　（東京成徳大高校）

大森　光　（都立片倉高校）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　≪　第１９回関東ｵｰﾌﾟﾝ中高生卓球大会　表彰一覧　≫　　　　　　　　　　　　　　　　  東京体育館　2016年8月30日

決勝 優勝 準優勝 3位 3位

高校男子個人戦



中学

女子A 1位R

女子B 1位T

2位Ｒ

３位Ｒ

４位Ｒ

2位Ｔ

３位Ｔ

４位Ｔ

高校

女子A 1位T

女子B 1位T

2位Ｔ

３位Ｔ

４位Ｔ

2位Ｔ

３位Ｔ

４位Ｔ

東京体育館　2016年8月29・30日

女子A

女子B

3位準優勝

　　　　　　　米田　藍　　　　　　　　　　　（        小石川中等教育学校    ）

　　　　　　　小嶋　萌夏　　　　　　　　 　（　　      田柄中学校　　　　　  　）

　　　　　　　郡司　奈津美　　　　　　　　（　　　　　田端中学校　　　　　　　）

　　　　　　　中田　彩郁　　　　　　　　　 （　　　　　駒沢中学校　　　　　　　）

　　　　　　　中村　光玖　　　　　　　　　 （　　　　　駒沢中学校　　　　　　　）

　　　　　　　小松　優里花　　　　　　　　（　　　　小石川中等教育学校　　）

　                竹山　なつみ　　　　　 　（　　　　御園中学校　　　　　　　 　）

優勝 準優勝 3位 3位

　　　　　　　　 田倉　果南　　　　　      （　　      府中西高校　　    　　）

　　　　　　　　 藤澤　里奈　　　　　      （　　      都立西高校　　　　　　）

　　　　　       青木　友里　　　　　　　  （　        都立上水高校　　　 　）

　　　　　　　 　小野　愛佳　　　　　      （　        都立西高校　　　　　　）

白井　里奈　（谷和原ｸﾗﾌﾞ）

岸野　裕子　（谷和原ｸﾗﾌﾞ）

渡邉　愛美　（駒沢中学校）

　　　　　　　　 瀧口　愛実　　　　　　　　（　　      都立上水高校　　 　　）

１位 2位

　　　　　　　　 廣井　裕香　　　　　      （　　      谷和原クラブ　　　　　）

岩楯　彩香　（江東商業高校） 甲斐　日南乃（大東文化大第一高校）

水上　七海　（都立豊多摩高校） 清水　美希　（関東第一高校）

出沼　彩乃　（田柄中学校） 山口　胡桃　（千城クラブ）

順位

決勝

順位

太田　果鈴　（府中西高校） 川崎　鈴乃　（東京成徳大高校）

藤野　恵　（宝仙学園高校） 木村　彩　（都立上水高校）

女子個人戦

女子A

女子B

　　　　　　　　≪　第19回関東ｵｰﾌﾟﾝ中高生卓球大会≫　　　　　　　　　　　　　　

　                畠中　佑爾　             （　　　ウイニングジュニア　　　　　）

　                鈴木　佳苗　             （　　　   水元中学校　 　　　　　 　）

2位

佐藤　渚　（羽佳卓球俱楽部）

１位

決勝 優勝 3位


