
1位T

ﾍﾞｽﾄ8

1位T

ﾍﾞｽﾄ8

武田　晃徳 中田　優斗 大橋　祐輔

（中村中学校） （中村中学校） （本郷中学校） （御園中学校） （浮間中学校） （戸塚中学校） （大森第八中学校） （獨協中学校）

菊池　悠馬 大西　悠介 地引　大晴 古賀　友生 中山　要

（神明中学校） （team蛇の目） （中村中学校） （清明学園中学校） （御園中学校）

鈴木　幸太郎 濱田　隆寿 白井　祥太 加藤　麟太郎 関野　匠

（あすなろｸﾗﾌﾞ） （team蛇の目） （第十四中学校） （貫井中学校） （清明学園中学校）

松村　佑太 武居　美作 本間　隆之介 黒木　一翔 重野　樹也

男子B

２位T
田﨑　爽一朗 山田　亮介 阿部　一希

（日本大学豊山中学校） （暁星中学校） （日本大学豊山中学校）

３位T
中戸　汰静 簗場　元就 前田　将基

（駒留中学校） （私立武蔵中学校） （貫井中学校）

４位T

村形　空翔

（獨協中学校） （戸塚中学校）

中原　啓太 上野　嶺

（私立武蔵中学校） （神明中学校）

平田　智大 関根　琉空

（大森第八中学校） （ｳｲﾆﾝｸﾞｼﾞｭﾆｱ）

重松　翔光 武内　颯平

（戸塚中学校） （御園中学校）

山田　ひなた

（ｽﾘｰｴｽｼﾞｭﾆｱ） （TRY　AGAIN）

須永　喬介 太田　蒼空

稲葉　大河 春藤　智紀

（麻布中学校） （私立武蔵中学校）

杵淵　和

（早稲田実業中等部）

岡村　有一郎

関　晴也 西野　祥

（足立第十一中学校 （ｽﾘｰｴｽｼﾞｭﾆｱ）

山本　恭雅 小川　智大

藤原　翔吾 中出　祥太

岩城　むさし 大友　裕登

（戸塚中学校） （麻布中学校）

ﾍﾞｽﾄ１６

男子Ｂ

その１

矢代　光（日本大学豊山中学校）

藤本　汰輝（あすなろｸﾗﾌﾞ）

その２

1位 ２位 1位 ２位

宝珠　春雲（駒留中学校ﾞ） 屋代　英澄（谷和原ｸﾗﾌﾞ） 寺﨑　悠登（日本大学豊山中学校） 河野　新太（芝中学校）

２位

栗原　康輔（日本大学豊山中学校） 成松　吾錬（日本大学豊山中学校） 本多　祐大（宝仙学園中学校）吉岡　寛斗（あすなろｸﾗﾌﾞ）

男子A

２位T

３位T

４位T

男子A

関口　莉瑛朱 小林　優太

（麻布中学校）（駒留中学校）

（ｽﾘｰｴｽｼﾞｭﾆｱ） （開進第三中学校） （暁星中学校） （戸塚中学校） （戸塚中学校）

順位
その３ その４

1位 ２位 1位

山田　真樹（あすなろｸﾗﾌﾞ） 髙橋　惺介（マイダス） 高原　健吾（日本大学豊山中学校）

髙橋　天馬（日本大学豊山中学校） 杉山　勝大（日本大学豊山中学校） 川瀬　俊也（清明学園中学校） 八城　優太（代々木中学校）

小笠原　拓真（日本大学豊山中学校） 小林　建介（ｳｲﾆﾝｸﾞｼﾞｭﾆｱ） 水藤　光希（Hachitaku） 柳本　朗（芝中学校）
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中学校男子個人戦

決勝 優勝 準優勝 3位 3位

渡辺　大輝（羽佳卓球俱楽部） 石川　隼平（足立第十四中学校） 安藤　杭（清明学園中学校）



1位T

ﾍﾞｽﾄ8

1位T

ﾍﾞｽﾄ8

山元　洸人

（暁星高校） （順天高校） （慶應志木高校） （都立西高校） （都立西高校） （橘高校） （順天高校） （豊多摩高校）

芦田　琉歌 栁田　裕紀 合田　一毅 髙木　遼我 髙橋　佑太

山本　稜

（慶應志木高校） （郁文館高校） （芝高校） （上水高校） （明星高校） （武蔵丘高校） （慶應志木高校） （昭和第一学園高校）

下畑　元 井上　朋哉 大橋　優太 酒井　蓮 上脇　義弘

（明星高校） （宝仙学園高校） （宝仙学園高校） （宝仙学園高校） （暁星高校）

髙橋　大樹 木村　空楽 松村　陸央 林　昴汰 西村　淳之介

小島　拓海 宮武　遼太

（慶應志木高校） （都立西高校）
男子A

男子Ｂ

２位T
伊藤　知遊 野林　緑朗

３位T
森谷　圭太 町田　颯人

４位T
永尾　駿 橋田　周治

４位T

３位T
梶山　雄基 小野田　圭吾

２位T

黒沼　和宏

（私立武蔵高校） （武蔵丘高校） （獨協中学校）

寺島　啓太 吉河　武宣 中川　裕基 大阿久　響

（大森高校） （獨協高校） （三田高校） （芝高校） （都立西高校） （学習院高等科） （府中西高校） （私立武蔵高校）

田﨑　英司 岸田　章吾 成田　達樹 増田　達行

順位

男子B

（明星高校） （私立武蔵高校）

その２

1位 2位

山本　瑞貴 箕浦　悠陽高橋　和毅

（昭和第一学園高校）

その１

1位 2位

坂内　智哉

（昭和第一学園高校）

その４

1位 2位 1位 2位

松島　厳希 武石　尚大 松村　健哉

（慶應志木高校） （慶應志木高校）

沖津　悠斗　（あすなろｸﾗﾌﾞ） 奥野　佑樹（東京成徳大学高校） 棚井　優太（明星高校）

山岸　聖和（八王子学園八王子高校） 中澤　拓未（昭和第一学園高校） 海内　東健（東京成徳大学高校）

川崎　隼人（私立武蔵高校）

笠原　優輝（筑波大学附属高校）

古内　丈久

西川　涼太 高橋　克徳

（帝京大学高校） （自由ヶ丘学園高校） （帝京大学高校） （豊多摩高校）

（私立武蔵高校） （上水高校）

その３

（私立武蔵高校） （片倉高校）

木下　和駿 瀬木　海平

北澤　健太郎（早稲田実業高等部）

戸辺　祐希（片倉高校）
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決勝 優勝

高校男子個人戦

準優勝 3位 3位

男子A
松本　累　（早稲田実業高等部）

柳本　龍一（渋谷教育学園渋谷高校）

甚田　翔風（明大付属中野高校）

佐伯　拓哉（早稲田実業高等部）

岩城　倫大（昭和第一学園高校）

榎本　遼馬（入間向陽高校）



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

3位

杉田　瑞菜（足立第十一中学校）

準優勝

田中　舞雪（team蛇の目）

小林　星南（浅川ｸﾗﾌﾞ）

１位

河西　愛佳（御園中学校）

平松　愛梨（梅丘中学校）

高橋　亜沙美（梅丘中学校）

今村　陽菜（浅川ｸﾗﾌﾞ）

山本　成美（小石川中等）

瀧澤　乃愛（代々木中学校）

２位

木元　結夢（浅川ｸﾗﾌﾞ）

女子個人戦

女子A

女子B

玉城　愛香（あすなろｸﾗﾌﾞ）

坂井　彩花（駒沢中学校）

細川　愛（神明中学校）

順位

　　　　　　　　≪　第２０回関東ｵｰﾌﾟﾝ 中高生卓球大会入賞者一覧≫　　　　　　　　　　　　　　

屋代　明日菜（谷和原ｸﾗﾌﾞ）

決勝 優勝

下山　咲夢（team蛇の目）

関口　晴香（足立第十一中学校）

東京体育館　2017年8月29・30日

3位

清水　とも（浅川ｸﾗﾌﾞ）

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 高田　奈美（宝仙学園高校）

的場　加奈芽（上水高校）

吉野　亜美（明星高校）

諏訪　安咲（明星高校）

田倉　果南（府中西高校） 掛本　葉月（明星高校）

森岡　夏希（東京成徳大学高校） 大木　日向（栄中学校）

女子A

女子B

優勝

1位

前野　南帆（上水高校）

川崎　鈴乃（東京成徳大学高校））

2位順位

決勝

谷口　絵梨（草加高校）

3位 3位

亀山　夏乃（東京成徳大学高校））

石﨑　藍（栄中学校） 藤野　恵（宝仙学園高校）

準優勝


