
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

男子A

男子Ｂ

金子　大悟（ＣＴＳｼﾞｭﾆｱ） 髙田　佑斗（世田中学校）

岡　哲平（瀬田中学校） 鈴木　幸太郎（神明中学校） 潘　淩楓（順天中学校） 緑川　裕貴（芝中学校）

小林　大輝（田端中学校） 斉藤　翔汰（蒲原中学校） 柿沼　優助（大森第八中学校）

男子B

松岡　夢太郎（ＣＴＳｼﾞｭﾆｱ） 浅香　健太（宝仙学園中学校） 元山　蒼大（小岩第四中学校） 望月　洋介（ＣＴＳｼﾞｭﾆｱ）

渡邉　涼太（宝仙学園中学校） 黒土　聡（順天中学校）

男子A

慶田城　海音（小岩第四中学校） 金澤　遼斗（小岩第四中学校）

並木　洵（田柄中学校）

島村　匠（Ｔ．Ｌ．Ｃ．Ｊｒ） 柳本　朗（芝中学校）

森山　大空（御園中学校） 貞方　嵐（蒲原中学校） 梶山　雄基（帝京大学中学校） 朱　翼（城北中学校）

順位
その１ その２

1位 ２位 1位 ２位

高原　健吾（日大豊山中学校） 権田　智也（日大豊山中学校） 秩父　翔太郎（ＣＴＳｼﾞｭﾆｱ） 遠藤　翔太（足立第十四中学校）

石黒　初彦（宝仙学園中学校） 山形　龍也（日大豊山中学校） 石川　隼平（足立第十四中学校） 濱中　健太郎（あすなろｸﾗﾌﾞ）

髙橋　天馬（日大豊山中学校） 行徳　千歳（日大豊山中学校） 鈴木　紘喜（宝仙学園中学校） 岡戸　俊道（小岩第四中学校）

佐野　賢治（小岩第四中学校） 望月　力希瑠（蒲原中学校） 桑野　圭五（日大豊山中学校） 三宅　マティウ（日大豊山中学校）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　≪　第54回中高生卓球大会　入賞一覧　≫　　　　　　　　　　　　　　　　  東京武道館　2017年3月30日

中学男子個人戦

決勝 優勝 準優勝 3位 3位



1位T

ﾍﾞｽﾄ8

1位T

ﾍﾞｽﾄ8

園田　康太（千葉敬愛高校）

榎本　遼馬（Ｅ‘ｓ）

松尾　仁史（明大中野高校）

成瀬　健（桐朋高校）

大西　颯眞（浅川ｸﾗﾌﾞ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　≪　第54回中高生卓球大会　入賞一覧　≫　　　　　　　　　　　　　　　　  東京体育館　2017年3月31日

決勝 優勝

高校男子個人戦

戸辺　祐希（片倉高校）
男子A

ﾍﾞｽﾄ１６
眞行寺　海斗（千葉敬愛高校） 澤入　徹（多摩工業高校）

渋谷　雅登（愛川高校） 小椰　未来（千葉敬愛高校）

準優勝 3位 3位

順位

男子Ｂ

本多　圭佑 北村　浩輝 北岡　大知 野田　真史

（帝京大学高校） （上水高校） （東京成徳大学高校） （慶應志木高校）

水井　篤（東京成徳大学高校） 片岡　叶希（砧中学校）

熊谷　大輝（座間総合高校） 渡辺　祐己（大成高校） 常石　和寛（砧中学校） 徳永　颯一郎（砧中学校）

ﾍﾞｽﾄ１６
下村　勇輝（砧中学校） 浅見　紘太（深沢中学校） 王　敏安（渋谷教育学園幕張高校）

山鹿　隼一郎（大成高校） 山村　隼聖（渋谷教育学園幕張高校） 髙橋　雄也（桐朋高校）

鈴木　義人（砧中学校） 山崎　直生（座間総合高校）

舟守　勇和　（片倉高校）

柳本　龍一（渋谷教育学園渋谷高校）

幾石　光　（桐朋高校）

須藤　望（片倉高校）

甚田　翔風（明大中野高校）

名越　光昭（上水高校）

山田　直哉（東京成徳大学高校）

姉﨑　大輝（片倉高校）

（東京成徳大学高校） （慶應志木高校）

その２

1位 2位

加藤　憶人 稲田　亮小川　大輔

（千葉敬愛高校）

その１

1位 2位

村田　昴大

（桐朋高校）

その４

1位 2位 1位 2位

志村　圭弥 松村　和哉 平井　直哉 中野　竹彦

山川　弘晃 日向野　健

（上水高校） （筑波大附属駒場高校）（筑波大附属駒場高校） （東京成徳大学高校）

（国分寺高校） （城北高校）

その３

（愛川高校） （多摩工業高校）

桑原　凛多朗 可児　和輝 野澤　真伸 四分一　直人

（獨協高校） （千葉敬愛高校） （城北高校） （調布北高校） （日野台高校） （府中西高校） （本郷高校） （竹早高校）

内山　幸洋 伊藤　睦貴 三重堀　雄也 小山　龍哉

男子A

男子Ｂ

２位T
中村　匠吾 村竹　大翔

３位T
富谷　頌大 香取　力也

４位T
樋熊　草 片岡　隆史

４位T

３位T
金子　祐也 鈴木　拓海

２位T

福田　優人

（桐朋高校） （暁星中学校） （砧中学校） （城北高校） （渋谷教育学園幕張高校） （新宿高校） （麻布高校） （渋谷教育学園渋谷高校）

前田　幹太郎 今井　香文 坂本　拓真 広部　裕斗 渡邉　丈太郎

木村　直樹

（城北高校） （慶應志木高校） （渋谷教育学園幕張高校） （多摩工業高校） （豊南高校） （武蔵丘高校） （渋谷教育学園幕張高校） （多摩工業高校）

西尾　健人 風間　淳 大谷　硯己 阿久津　圭祐 北村　龍太

木村　健斗

（城北高校） （戸山高校） （小石川中等教育学校） （戸山高校） （芝高校） （郁文館高校） （慶應志木高校） （昭和第一学園高校）

藤本　大輝 戸水　空 片山　耀介 町田　颯人 谷津　海斗



中学

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

高校

女子A 1位T

3位準優勝

優勝

保坂　真緒（偉関TTL）

決勝

順位

赤嶺 琴音（片倉高校） 内田 百音（浅川ｸﾗﾌﾞ）

中田　彩郁（駒沢中学校） 新垣　汐里（小岩第四中学校）

松岡　紗月（CTSｼﾞｭﾆｱ） 澁谷　明佑香（田柄中学校）

3位 3位

森岡 夏希（東京成徳大学高校） 藤野 恵（宝仙学園高校）

１位

村山　彩音（偉関TTL）

福村　舞（梅丘中学校）

谷　歩（御園中学校）

橘　愛香（CTSｼﾞｭﾆｱ）

森田　ちほ（瀬田中学校）

竹山　なつみ（御園中学校）

２位

準優勝

女子個人戦

女子A

女子B

　　　　　　　　≪　第５４回中高生卓球大会入賞一覧≫　　　　　　　　　　　　　　

高村　朋実（CTSｼﾞｭﾆｱ）

決勝 優勝

原口　紗綾（CTSｼﾞｭﾆｱ）

渡邉　愛美（駒沢中学校）

東京武道館・東京体育館　2017年3月30・31日

3位

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 藤澤　里奈（都立西高校）

岡本　真央（R&Mｸﾗﾌﾞ）

内田　彩恵（浅川ｸﾗﾌﾞ）

有川　瑞華（深沢中学校）

女子A

女子B

1位

竹島　知里（三田高校）

藤原　綺香（浅川ｸﾗﾌﾞ）

2位順位

田島　愛海（藤代卓信会） 美濃屋　小春（浅川ｸﾗﾌﾞ） 丸山　澪（浅川ｸﾗﾌﾞ）

赤嶺　琴音（片倉高校） 内田　百音（浅川ｸﾗﾌ ）

清水　とも（浅川ｸﾗﾌﾞ）

森岡　夏希（東京成徳大学高校） 藤野　恵（宝仙学園高校）



2位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

3位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

4位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

女子A

女子Ｂ

 男子A

男子Ｂ 1位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

女子A 上位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

女子Ｂ 1位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

決勝

下位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

男子A
２位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

３位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

男子B

その2

３位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

その1

その2

その2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪　第54回中高生卓球大会　中学校団体戦　入賞一覧　≫　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１７・３・３１　（金）　　東京武道館

決勝 優勝 準優勝 3位 3位

日大豊山中学校Ａ 宝仙学園中学校Ｂ

（藤村・松岡・市川・荒木・服部） （濱中・知久・宮下・藤田） （成松・栗原・鈴木・寺﨑・稲葉） （石黒・渡邊・横井・小林）

日大豊山中学校Ａ あすなろｸﾗﾌﾞＡ 日大豊山中学校Ｃ 蒲原中学校

（髙橋・行徳・三宅・桑野） （星野・平﨑・三苫・沖津） （高原・山形・藤原・佐藤） （望月・鬼海・森富・福士・小尾）
1位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

春江中学校Ａ（工藤・齋藤） 春江中学校Ｂ（鈴木・宮澤） 春江中学校Ｃ（平根・宮）ＣＴＳｼﾞｭﾆｱＡ（原口・高村）

優勝 準優勝 3位 3位

駒沢中学校Ａ（渡邉・中田） 御園中学校Ａ（河西・星井）

田端中学校（新川・郡司）

ＣＴＳｼﾞｭﾆｱＢ（橘・松岡）

1位

赤塚第三中学校Ａ（岩渕・竹内）

宝仙学園中学校Ｂ（青木・門脇・島田）

順位

その1

２位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

その1

（杉浦・関谷・宇野・長谷川・吉田倖・内堀）

（阿部・元山・金澤・大庭・大野・柿谷）

（中村・手嶋・青塚・青木・貞方）

（荒尾・上野・佐々木・卜部・齋藤）

城北中学校Ａ

1位

ＣＴＳｼﾞｭﾆｱＡ あすなろｸﾗﾌﾞＢ

（浅見・林・吉田・髙原・古賀・國立）

（石井・栗田・青柳・小山）

（三上・萩原・島田・野村・小西）

（佐藤・渋谷・阿部・林）

２位

ＣＴＳｼﾞｭﾆｱＢ 春江中学校Ａ 宝仙学園中学校Ａ ＣＴＳｼﾞｭﾆｱＣ

（瀬底・中島・松岡・秩父）

（佐藤・堤・松本・斉藤・古林）

（安生・井出・菊田・髙橋）

城北中学校Ｃ

小岩第四中学校Ｂ

蒲原中学校

神明中学校Ａ

田柄中学校Ｃ

日大豊山中学校Ｃ

帝京大学中学校Ｂ

田柄中学校Ｂ

帝京大学中学校Ｃ

狛江少年卓球ｸﾗﾌﾞ

ＣＴＳｼﾞｭﾆｱＥ （望月・金子・北嶋・西村）

（北折・廣瀬・旭・角谷）

（熊田・宮澤・木原・山上・小松） （西村・鈴木・松村・原田） （土屋・竹島・吉田・宍戸・朴）



女子Bﾘｰｸﾞ 府中西高校　（田倉・加藤・太田）

女子Aﾘｰｸﾞ ＫーＲＭ　（米谷・中村）

（宇都宮・足立・風間・木村）

（鳴島・石田・和田・本野・佐藤）

（久住・森谷・進藤・田上・王・家老）

慶應志木高校Ａ　 （長妻・中野・井上・木下・山部） 多摩工業高校Ｃ　

芝商業高校Ｃ　

穎明館高校Ａ　

優勝

（森谷・澤井・谷津・下堂）

３位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 早稲田実業高等部　 （庄司・奥野・石井・植田）

その２

男子B
２位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 慶應志木高校Ｄ　

その１ 学習院高等科Ｂ　 （谷中・佐藤・澤田・鈴木） 上水高校Ｂ　 （日野・芳賀・北村・湯瀬・日下部）

（田中・岸本・志茂・勝又）

その２ 多摩工業高校Ａ　 （澤入・田邊・川脇・中嶋） 穎明館高校Ｂ　 （吉田・鏑木・槇・中槇・川島）

その１ 戸山高校Ａ　 （松木・可児・中川・加藤） 芦花高校　

（前島・中川・北岡・市川）

男子Ｂ 1位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
東京成徳大学高校Ａ 東京成徳大学高校Ｂ 穎明館高校Ｂ 帝京大学高校Ａ

（平井・水井・和気・大谷・海内） （荒井・斉藤・尾島・遠藤） （渡辺・任・松浦・舘野・宮川）

 男子A 1位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

（綿貫・本多・中山・田中・加藤）

桐朋高校Ａ 穎明館高校Ａ

（渡辺・渡邉・山鹿・松下） （萩原・岩城・城賀本・川手） （名越・黒須・金子・鶴田）
その2

大成高校Ａ 昭和第一学園高校１ 上水高校Ａ

順位 1位 ２位

男子A

２位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

３位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

東京成徳大学高校Ｂ

その1
片倉高校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪　第54回中高生卓球大会　高校団体戦　入賞一覧　≫　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１７・４・４　（火）　　東京体育館

決勝 優勝 準優勝 3位 3位

東京成徳大学高校Ａ

（大森・須藤・姉﨑・舟守・戸辺） （瀬崎・谷口・山田・幾石・成瀬） （水野・辻本・橋本・仲丸・山下） （山田・横尾・奥野・平井）




