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㉗ 男 子 カ デ ッ ト（その１）

1 田尻　　要 (愛工大名電中・愛 知)

2 吉田　太一 (川北クラブ・石 川)

3 藪下　拓未 (ＳＥＮＡＴＡＫＵ・東 京)

4 矢田幹太郎 (久 米 中・鳥 取)

5 上村　拓睦 (安田学園中・東 京)

6 梅木　大智 (きらり川南スポーツクラブ・山 形)

7 助川　宏成 (水戸第五中・茨 城)

8 大恵　健人 (卓球家ジュニア・香 川)

9 渡部　民人 (偉関ＴＴＬ・東 京)

10 山本　悠路 (Ｊ Ｏ Ｙ・滋 賀)

11 横谷　　星 (たかとみＳＣ・岐 阜)

12 遠藤　唯夢 (厳 美 中・岩 手)

13 水谷　悠真 (マ イ ダ ス・千 葉)

14 田畑　雄飛 (Ｔ . Ｃマルカワ・岡 山)

15 古閑　慎也 (髙森卓球クラブ・福 岡)

16 下田　　蓮 (ＴＳＩジュニア・埼 玉)

17 松浦　脩隼 (山 室 中・富 山)

18 杉山　勝大 (日本大豊山中・東 京)

19 鹿俣　　葵 (本宮卓球クラブ・福 島)

20 松井　翔吾 (その田卓研・兵 庫)

21 山本　祥吾 (武生第二中・福 井)

22 高柳　陽斗 (大間々東中・群 馬)

23 柴田　侑弥 (御津クラブ・愛 知)

24 香坂　海斗 (ｖｉｃｔｏｒｙ江東クラブ・東 京)

25 千年　颯太 (上 士 幌 中・北海道)

26 清水　直輝 (今西ＴＴＳ・京 都)

27 高橋航太郎 (実践学園中・東 京)

管　琉乃介 (松山ＴＴＳ・埼 玉) 28

田中　優也 (長野ラージヒルズ・長 野) 29

鳥谷部光優 (青森山田中・青 森) 30

長尾波留那 (上桂卓球場・京 都) 31

大久保　樹 (益 子 中・栃 木) 32

梅村　友樹 (明徳義塾中・高 知) 33

二井原有真 (丸善クラブ・東 京) 34

呉　　裵紳 (安田学園中・東 京) 35

佐々木駿成 (本 荘 南 中・秋 田) 36

土谷　　僚 (香 芝 東 中・奈 良) 37

中谷　歩夢 (浜松修学舎中・静 岡) 38

佐藤　卓斗 (出雲北陵中・島 根) 39

林　　大貴 (吉祥寺卓球倶楽部・東 京) 40

薜　　大斗 (かほくジュニア・石 川) 41

菅沼　翔太 (やくわクラブ・山 形) 42

高作　　悠 (マ イ ダ ス・千 葉) 43

木塚　陽斗 (明 豊 中・大 分) 44

飯野　瑞生 (Ｗ . Ｔ . Ｃ・新 潟) 45

松井　智毅 (高槻明伸館・大 阪) 46

青山　貴洋 (ブラックパインズ・愛 知) 47

栁澤　幹太 (実践学園中・東 京) 48

伊藤　　颯 (松山三本木卓球スポーツ少年団・宮 城) 49

森田　開山 (清 瀬 市・東 京) 50

森中廣太郎 (ヒロタクスポーツ・広 島) 51

杉本　快都 (忍 野 Ｓ Ｓ・山 梨) 52

野島　颯斗 (２１クラブ・三 重) 53

小川　京介 (東 陽 中・和歌山) 54

廣田元二朗 (岸田クラブ・神奈川) 55
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56 萩原　啓至 (愛工大名電中・愛 知)

57 嶋田　碧虎 (マ イ ダ ス・東 京)

58 松原　健也 (楢川スポーツ少年団・長 野)

59 藤元　　駿 (明徳義塾中・高 知)

60 山﨑　健申 (ＡＬＬＳＴＡＲ & ふじもりＴＴＣ・兵 庫)

61 續橋　秀人 (富久山卓球クラブ・福 島)

62 髙野　紘希 (実践学園中・東 京)

63 籔下　大晃 (陽 東 中・栃 木)

64 薜　　史斗 (河 北 台 中・石 川)

65 礒山　雅春 (長 森 中・岐 阜)

66 小笠原拓真 (日本大豊山中・東 京)

67 時田　　壮 (富士川ＳＳ・山 梨)

68 山下　敬紘 (呉夢ＴＴＣ・広 島)

69 渡邊　康靖 (貝塚スポ少・大 阪)

70 吉山　和希 (Ｔ Ｃ 中 原・埼 玉)

71 由本　琉惺 (ねや卓球クラブ・岡 山)

72 多田　啓佑 (花 巻 中・岩 手)

73 山本　真嵩 (Ｊ Ｏ Ｙ・滋 賀)

74 後藤　嘉希 (沼中ジュニア・群 馬)

75 黒田　昌秀 (偉関ＴＴＬ・東 京)

76 坂本　優斗 (明 豊 中・大 分)

77 熊谷　楓希 (酒田第四中・山 形)

78 赤尾飛市朗 (山 室 中・富 山)

79 池田　伊織 (静岡学園中・静 岡)

80 丸山　蒼葉 (安田学園中・東 京)

81 杉浦　大和 (出雲北陵中・島 根)

82 八幡　陽介 (岸田クラブ・神奈川)

83 髙橋　慶太 (田 阪 卓 研・京 都)

石井　佑季 (メ リ ア・富 山) 84

山本　煌人 ( 嵐 ・神奈川) 85

塚崎　大地 (ＴＲＹ－Ｕ・福 岡) 86

辻井　聡一 (上宮学園中・大 阪) 87

津田　智貴 (仙台ジュニアクラブ・宮 城) 88

丸川　智弘 (Ｔ . Ｃマルカワ・岡 山) 89

杉本　和祇 (安田学園中・東 京) 90

鈴木　瑛太 (東 海 南 中・茨 城) 91

清水　快音 (上 南 部 中・和歌山) 92

坂東　泰和 (ヴィスポことひら・香 川) 93

小林　　彪 (丸善クラブ・東 京) 94

寺下　敏倫 (フェニックス卓球クラブ・福 井) 95

笠井　埜衣 (府中第四中・東 京) 96

中村　煌和 (愛工大名電中・愛 知) 97

橋本　悠嵩 (卓伸クラブ・愛 知) 98

小澤　亮太 (大 栄 中・鳥 取) 99

松岡　佑亮 (尾久八幡中・東 京) 100

弘海　龍矢 (マ イ ダ ス・千 葉) 101

三上　俊貴 (青森山田中・青 森) 102

富澤　　奏 (郡 山 中・奈 良) 103

武井　優空 (日本大豊山中・東 京) 104

石川　遥大 (実践学園中・東 京) 105

若月　展翼 (新発田ジュニア・新 潟) 106

竹中　秀斗 (Ｔ．Ｓ．Ｕ．クラブ・三 重) 107

榎　　海登 (秋田大教育学部附属中・秋 田) 108

木谷　颯太 (鳥栖卓球センター・佐 賀) 109

田中京太郎 (翔 学 館・埼 玉) 110

松島　輝空 (木下グループ・京 都) 111


