
（1） 上位 平成29年5月4日(木)

立川市泉体育館
小学生男子

小金井JTC トムジュニア つつじヶ丘SS 個人

吉山 和希 東屋 彰 田中 瑛啓 西嶋 健太
TC中原 T.L.C. Jr 秋川クラブ 育信クラブ

鈴木 煌陽 佐々木 啓人 櫻井 大和 高橋 真翔

はんの木 T.L.C. Jr Ｊクラブ 秋川クラブ

姜 知輝 二瓶 肇斗 石川 恵大 奥田 湊人

眞塩 貴丈 和田 小太朗 江口 楓人 畠村 知青

マエタク倶楽部 つつじヶ丘SS Hachitaku みたかスポ少

松本 夾斗 福田 大和 本山 惺也 山上 隼矢
FLAT HILL 稲城卓友会 多摩スポーツJr SHIBAZAKI

丸善クラブ T.L.C. Jr Ｊクラブ SHIBAZAKI

近藤 快利 西村 力真 田中 啓太 佐々木 哉太
横浜太洋ジュニア Hachitaku 秋川クラブ 東村山Jr.

小林 彪 西沢 昂大 宮野 伊浪 伊東 稜太郎

林 大貴 澤原 和季 久保浦 輝 廣中 智亮

吉祥寺卓球倶楽部 稲城卓友会 トムジュニア 小金井JTC

吉田 遥斗 藤本 将太 守永 裕生 米村 悠史

協和発酵キリン卓球スクール 丸善クラブ T.L.C. Jr 東村山Jr.

平野卓研 礼武道場 協和発酵キリン卓球スクール 秋川クラブ

島村 匠 鈴木 恵大 須藤 琥太朗 内野 空
T.L.C. Jr TEAM SEIYA 多摩スポーツJr team蛇の目

宮川 大樹 田沼 凌 秋山 浩慶 来住野 有汰朗

村田 翔 二瓶 瑛斗 倉内 望希 芝田　圭佑

秋川クラブ トムジュニア 東村山Jr. SHIBAZAKI

二井原 有真 香坂 海斗 田中 大地 松本 悠汰

FLAT HILL 国立8小

FLAT HILL 稲城卓友会 多摩スポーツJr SHIBAZAKI

松尾 悠生 内田 虎太郎 中山 晴 藤代 幸太
丸善クラブ トムジュニア iruiru つつじヶ丘SS

松本 夾斗 福田 大和 本山 惺也 山上 隼矢

橋本 龍馬 国分 琉斗 谷 優一 吉原 大地

吉山 和希
TC中原

田中 温 安田 恭嘉 松田 朔弥 内藤 拓也
YOYO TAKKYU SHIBAZAKI Ｊクラブ 東村山Jr.

TKO 秋川クラブ TEAM SEIYA SHIBAZAKI

泉 幸一郎 近藤 瑠粋 桟敷 智 佐藤 光太

つつじヶ丘SS 横浜太洋ジュニア Ｊクラブ 多摩スポーツJr

丸善クラブ TEAM SEIYA
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第40回立川オープンジュニア卓球大会

（2） 上位 平成29年5月4日(木)

立川市泉体育館

T.L.C. Jr TEAM SEIYA 多摩スポーツJr team蛇の目

小学生男子

島村 匠 鈴木 恵大 須藤 琥太朗 内野 空

林 大貴 澤原 和季 久保浦 輝 廣中 智亮
吉祥寺卓球倶楽部 稲城卓友会 トムジュニア 小金井JTC

松尾 悠生 内田 虎太郎 中山 晴 藤代 幸太

丸善クラブ トムジュニア iruiru つつじヶ丘SS

横浜太洋ジュニア Hachitaku 秋川クラブ 東村山Jr.

泉 幸一郎 近藤 瑠粋 桟敷 智 佐藤 光太
つつじヶ丘SS 横浜太洋ジュニア Ｊクラブ 多摩スポーツJr

近藤 快利 西村 力真 田中 啓太 佐々木 哉太

吉田 遥斗 藤本 将太 守永 裕生 米村 悠史
協和発酵キリン卓球スクール 丸善クラブ T.L.C. Jr 東村山Jr.

吉山 和希 東屋 彰 田中 瑛啓 西嶋 健太

TC中原 T.L.C. Jr 秋川クラブ 育信クラブ

SHIBAZAKI

SHIBAZAKI Ｊクラブ 東村山Jr.

橋本 龍馬 国分 琉斗 谷 優一 吉原 大地
TKO 秋川クラブ TEAM SEIYA SHIBAZAKI

安田 恭嘉 松田 朔弥 内藤 拓也

眞塩 貴丈 和田 小太朗 江口 楓人 畠村 知青
マエタク倶楽部 つつじヶ丘SS Hachitaku みたかスポ少

宮川 大樹

秋川クラブ

小林 彪 西沢 昂大 宮野 伊浪 伊東 稜太郎

秋山 浩慶 来住野 有汰朗

平野卓研 礼武道場 協和発酵キリン卓球スクール 秋川クラブ

二瓶 瑛斗 倉内 望希 芝田　圭佑
秋川クラブ トムジュニア 東村山Jr. SHIBAZAKI

佐々木 啓人 櫻井 大和 高橋 真翔

田沼 凌

鈴木 煌陽

松本 悠汰
丸善クラブ TEAM SEIYA FLAT HILL 国立8小

姜 知輝 二瓶 肇斗 石川 恵大 奥田 湊人

小金井JTC トムジュニア つつじヶ丘SS 個人

二井原 有真

二井原 有真

丸善クラブ

丸善クラブ

田中 温

YOYO TAKKYU

村田 翔

はんの木

香坂 海斗 田中 大地

T.L.C. Jr Ｊクラブ

T.L.C. Jr Ｊクラブ
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第40回立川オープンジュニア卓球大会

（1） 下位 平成29年5月4日(木)

立川市泉体育館

下位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ優勝

田中 温 安田 恭嘉 松田 朔弥 内藤 拓也
YOYO TAKKYU SHIBAZAKI Ｊクラブ 東村山Jr.

松本 夾斗 福田 大和 本山 惺也 山上 隼矢

FLAT HILL 稲城卓友会 多摩スポーツJr SHIBAZAKI

泉 幸一郎 ｷ　近藤 瑠粋 桟敷 智 佐藤 光太

つつじヶ丘SS 横浜太洋ジュニア Ｊクラブ 多摩スポーツJr

橋本 龍馬 国分 琉斗 谷 優一 吉原 大地

TKO 秋川クラブ TEAM SEIYA SHIBAZAKI

松尾 悠生 内田 虎太郎 中山 晴 藤代 幸太
丸善クラブ トムジュニア iruiru つつじヶ丘SS

宮川 大樹 田沼 凌 秋山 浩慶 来住野 有汰朗
平野卓研 礼武道場 協和発酵キリン卓球スクール 秋川クラブ

二井原 有真 香坂 海斗 田中 大地 松本 悠汰

丸善クラブ TEAM SEIYA FLAT HILL 国立8小

村田 翔 二瓶 瑛斗 倉内 望希 芝田　圭佑

秋川クラブ トムジュニア 東村山Jr. SHIBAZAKI

島村 匠 鈴木 恵大 須藤 琥太朗 内野 空
T.L.C. Jr TEAM SEIYA 多摩スポーツJr team蛇の目

小林 彪 西沢 昂大 宮野 伊浪 伊東 稜太郎
丸善クラブ T.L.C. Jr Ｊクラブ SHIBAZAKI

吉田 遥斗 藤本 将太 守永 裕生 米村 悠史

協和発酵キリン卓球スクール 丸善クラブ T.L.C. Jr 東村山Jr.

林 大貴 澤原 和季 久保浦 輝 廣中 智亮

吉祥寺卓球倶楽部 稲城卓友会 トムジュニア 小金井JTC

近藤 快利 西村 力真 田中 啓太 佐々木 哉太
横浜太洋ジュニア Hachitaku 秋川クラブ 東村山Jr.

二瓶 肇斗 石川 恵大 奥田 湊人
小金井JTC トムジュニア つつじヶ丘SS 個人

福田 大和 本山 惺也 山上 隼矢
FLAT HILL 稲城卓友会 多摩スポーツJr SHIBAZAKI

和田 小太朗 江口 楓人 畠村 知青

マエタク倶楽部 つつじヶ丘SS Hachitaku みたかスポ少

T.L.C. Jr Ｊクラブ 秋川クラブ

東屋 彰 田中 瑛啓 西嶋 健太
TC中原 T.L.C. Jr 秋川クラブ 育信クラブ

鈴木 煌陽 佐々木 啓人 ｷ　櫻井 大和 高橋 真翔

須藤 琥太朗

多摩スポーツJr

須藤 琥太朗

多摩スポーツJr

藤本 将太

丸善クラブ

藤本 将太

丸善クラブ

小学生男子

吉山 和希

はんの木

ｷ　眞塩 貴丈

松本 夾斗

姜 知輝
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第40回立川オープンジュニア卓球大会

（2） 下位 平成29年5月4日(木)

立川市泉体育館

二井原 有真 香坂 海斗 田中 大地 松本 悠汰
丸善クラブ TEAM SEIYA FLAT HILL 国立8小

姜 知輝 二瓶 肇斗 石川 恵大 奥田 湊人

小金井JTC トムジュニア つつじヶ丘SS 個人

小林 彪 西沢 昂大 宮野 伊浪 伊東 稜太郎

丸善クラブ T.L.C. Jr Ｊクラブ SHIBAZAKI

鈴木 煌陽 佐々木 啓人 櫻井 大和 高橋 真翔
はんの木 T.L.C. Jr Ｊクラブ 秋川クラブ

村田 翔 二瓶 瑛斗 倉内 望希 芝田　圭佑
秋川クラブ トムジュニア 東村山Jr. SHIBAZAKI

田中 温 安田 恭嘉 松田 朔弥 内藤 拓也

YOYO TAKKYU SHIBAZAKI Ｊクラブ 東村山Jr.

宮川 大樹 田沼 凌 秋山 浩慶 来住野 有汰朗

平野卓研 礼武道場 協和発酵キリン卓球スクール 秋川クラブ

和田 小太朗 江口 楓人 畠村 知青
マエタク倶楽部 つつじヶ丘SS Hachitaku みたかスポ少

国分 琉斗 谷 優一 吉原 大地
TKO 秋川クラブ TEAM SEIYA SHIBAZAKI

西村 力真 田中 啓太 佐々木 哉太

横浜太洋ジュニア Hachitaku 秋川クラブ 東村山Jr.

東屋 彰 田中 瑛啓 西嶋 健太

TC中原 T.L.C. Jr 秋川クラブ 育信クラブ

藤本 将太 守永 裕生 米村 悠史
協和発酵キリン卓球スクール 丸善クラブ T.L.C. Jr 東村山Jr.

近藤 瑠粋 桟敷 智 佐藤 光太
つつじヶ丘SS 横浜太洋ジュニア Ｊクラブ 多摩スポーツJr

鈴木 恵大 須藤 琥太朗 内野 空

T.L.C. Jr TEAM SEIYA 多摩スポーツJr team蛇の目

トムジュニア iruiru つつじヶ丘SS

澤原 和季 久保浦 輝 廣中 智亮
吉祥寺卓球倶楽部 稲城卓友会 トムジュニア 小金井JTC

松尾 悠生 内田 虎太郎 中山 晴 藤代 幸太

藤本 将太
丸善クラブ

小学生男子

林 大貴

丸善クラブ

島村 匠

泉 幸一郎

吉田 遥斗

吉山 和希

ｷ　近藤 快利

橋本 龍馬

眞塩 貴丈
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第40回立川オープンジュニア卓球大会

（１）上位 平成29年5月4日(木)

立川市泉体育館

中学生男子

KTT 小金井JTC 立川四中 鑓水JTC

吉山 僚一 立石 佳矩 高橋 龍之介 藤原 
TC中原 立川五中 みたかスポ少 ハルジオン

峰島 　竹瑠 森田 圭登 源関 光 小室 拓己

FLAT HILL はんの木 立川五中 みたかスポ少

池見 五十嵐 虹波 比留間 寛太 真喜志 康汰

川久保 和哉 庄司 拓行 山田 勝紀 bye 　

トムジュニア 立川四中 小金井JTC 　　

小俣 広来 野口 冴輔 丸橋 力 菊地 廉
猿橋中学校 Hachitaku 府中五中 東村山Jr.

ITS三鷹 TRY AGAIN 立川3中 太田REO卓球

若旅 良介 島田 琢巳 小谷 雄大 bye 　
多摩スポーツJr 羽佳卓球倶楽部 のの/なの花 　　

関口 莉瑛朱 八津 陽尚 犬井 一吹 小此木 駿太

宮地 笑平 白井 裕人 久保田 浩一郎 板橋 立

Hachitaku TRY AGAIN 府中五中 のの/なの花

飯塚 悠真 西脇 駿 宮崎 大希 高橋 航輝

平野卓研 KTT 東村山Jr. 鑓水JTC

みよしクラブ 鑓水JTC 立川五中 ハルジオン

八城 優太 林 慶彦 水川 快生 清水 佐一朗
代々木中 トムジュニア 東やまとJr KTT

斉藤 承太郎 相澤 佑哉 大江 優介 喜多 

高野 大幹 川崎 渡海男 宇都宮 松岡 晴輝

みよしクラブ TSIジュニア ハルジオン 東大和三中

小野 良太 佐藤 尚 杉山 翔 千葉 星爾

立川五中 多摩スポーツJr

横浜太洋ジュニア 立川四中 個人 KTT

坪井 翔斗 川村 竜太 西尾 宣輝 吉沢 孝哉
Hachitaku TRY AGAIN 府中五中 立川四中

川瀬 俊也 青木 太陽 須田 友晃 前川 大知

後藤 龍之介 松本 大地 高橋 柊 三上 凌雅

吉山 僚一
TC中原

小田 須藤 光輝 笹川 大雅 太田 
ハルジオン 猿橋中学校 東大和三中 栄東

TRY AGAIN 羽佳卓球倶楽部 立川3中 Hachitaku

平澤 慶太 太田 将翔 荻原 須戸 俊輔

東やまとJr TKOクラブ ハルジオン 府中五中

小金井JTC 猿橋中学校
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第40回立川オープンジュニア卓球大会

（２）上位 平成29年5月4日(木)

立川市泉体育館

中学生男子

早稲田佐賀中 Hachitaku 東大和三中 府中五中

赤木 海都 塩ノ谷 拓真 本田 豊 尾上 颯斗
羽佳卓球倶楽部 プロジェクト KTT のの/なの花

小俣 洋貴 石川 皓也 松本 慧太 腰山 

猿橋中学校 立川五中 Ｊクラブ 栄東

宇野 豪之助 松木 啓真 大津 正一郎 岡野屋 俊貴

冨永 祐希 中野 巧翔 皆山 真怜 加藤 敬

府中五中 プロジェクト のの/なの花 東村山Jr.

高柳 陽斗 畑 英 信旗 石井 颯人

大間々東中学校 ハルジオン 多摩スポーツJr 鑓水JTC

FLAT HILL 猿橋中学校 つつじヶ丘SS 立川五中

小島 正太郎 山田 ひなた 田之倉 勝山 優斗
小金井JTC TRY AGAIN ハルジオン 立川四中

桜井 小林 勝博 鞆綱 虎耀 高野 東弥

肥沼 大樹 坂谷内 賢 斉藤 凜 薊 互五郎

TRY AGAIN 立川3中 Hachitaku team蛇の目

大武 篤矢 木村 空翔 川瀬 祥生 江﨑 政哉

つつじヶ丘SS みたかスポ少 KTT トムジュニア

みよしクラブ 府中五中 東村山Jr. TSIジュニア

三部 航 宮野 田尻 亘平 相本 隆成
　谷本中学校 丸善クラブ KTT のの/なの花

古山 輝 松本 和樹 佐々木 新太 澤 聡人

石田 悠 中村 瑠偉 酒泉 奏人 荒井 夢沙志

府中五中 はんの木 鑓水JTC 立川五中

渡辺 大輝 清水 達夢 光永 大輝 井上 

丸善クラブ ハルジオン

Hachitaku 東村山Jr. のの/なの花 東大和三中

小澤 直生 岩田 那伎 平本 匠弥 依田 昴太
TRY AGAIN 立川四中 鑓水JTC team蛇の目

松本 光晴 倉内 晟光 安部 皓太郎 南 弘将

坂本 祐太郎 土田 駿元 小林 暖和 改井 伸明

宮野 
丸善クラブ

水藤 光希 中村 翔偉 永瀬 野村 　純
Hachitaku はんの木 ハルジオン Ｊクラブ

猿橋中学校 桐朋中学校 立川五中 東大和三中

花上 拓矢 正木 亮太 山田 直緒也 井上 智博

猿橋中学校 立川四中 小金井JTC KTT

羽佳卓球倶楽部 TRY AGAIN
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第40回立川オープンジュニア卓球大会

（３）上位 平成29年5月4日(木)

立川市泉体育館

中学生男子

Hachitaku TRY AGAIN 府中五中 のの/なの花

峰島 　竹瑠 森田 圭登 源関 光 小室 拓己
FLAT HILL はんの木 立川五中 みたかスポ少

小田 須藤 光輝 笹川 大雅 太田 

ハルジオン 猿橋中学校 東大和三中 栄東

宮地 笑平 白井 裕人 久保田 浩一郎 板橋 立

坪井 翔斗 川村 竜太 西尾 宣輝 吉沢 孝哉

Hachitaku TRY AGAIN 府中五中 立川四中

川久保 和哉 庄司 拓行 山田 勝紀 bye 　
トムジュニア 立川四中 小金井JTC 　　

みよしクラブ TSIジュニア ハルジオン 東大和三中

飯塚 悠真 西脇 駿 宮崎 大希 高橋 航輝
平野卓研 KTT 東村山Jr. 鑓水JTC

高野 大幹 川崎 渡海男 宇都宮 松岡 晴輝

斉藤 承太郎 相澤 佑哉 大江 優介 喜多 

みよしクラブ 鑓水JTC 立川五中 ハルジオン

八城 優太 林 慶彦 水川 快生 清水 佐一朗

代々木中 トムジュニア 東やまとJr KTT

TRY AGAIN 羽佳卓球倶楽部 立川3中 Hachitaku

小野 良太 佐藤 尚 杉山 翔 千葉 星爾
小金井JTC 猿橋中学校 立川五中 多摩スポーツJr

後藤 龍之介 松本 大地 高橋 柊 三上 凌雅

関口 莉瑛朱 八津 陽尚 犬井 一吹 小此木 駿太

ITS三鷹 TRY AGAIN 立川3中 太田REO卓球

若旅 良介 島田 琢巳 小谷 雄大 bye 　

のの/なの花 　　

TC中原 立川五中 みたかスポ少 ハルジオン

平澤 慶太 太田 将翔 荻原 須戸 俊輔
東やまとJr TKOクラブ ハルジオン 府中五中

吉山 僚一 立石 佳矩 高橋 龍之介 藤原 

池見 五十嵐 虹波 比留間 寛太 真喜志 康汰

小野 良太
小金井JTC

川瀬 俊也 青木 太陽 須田 友晃 前川 大知
横浜太洋ジュニア 立川四中 個人 KTT

KTT 小金井JTC 立川四中 鑓水JTC

小俣 広来 野口 冴輔 丸橋 力 菊地 廉

猿橋中学校 Hachitaku 府中五中 東村山Jr.

多摩スポーツJr 羽佳卓球倶楽部
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第40回立川オープンジュニア卓球大会

（４）上位 平成29年5月4日(木)

立川市泉体育館

中学生男子

猿橋中学校 立川四中 小金井JTC KTT

松本 光晴 倉内 晟光 安部 皓太郎 南 弘将
Hachitaku 東村山Jr. のの/なの花 東大和三中

赤木 海都 塩ノ谷 拓真 本田 豊 尾上 颯斗

羽佳卓球倶楽部 プロジェクト KTT のの/なの花

花上 拓矢 正木 亮太 山田 直緒也 井上 智博

宇野 豪之助 松木 啓真 大津 正一郎 岡野屋 俊貴

早稲田佐賀中 Hachitaku 東大和三中 府中五中

小島 正太郎 山田 ひなた 田之倉 勝山 優斗

小金井JTC TRY AGAIN ハルジオン 立川四中

府中五中 はんの木 鑓水JTC 立川五中

渡辺 大輝 本橋 光永 大輝 井上 
羽佳卓球倶楽部 TRY AGAIN 丸善クラブ ハルジオン

石田 悠 中村 瑠偉 酒泉 奏人 荒井 夢沙志

川端 大樹 小林 勝博 鞆綱 虎耀 高野 東弥

FLAT HILL 猿橋中学校 つつじヶ丘SS 立川五中

三部 航 宮野 田尻 亘平 相本 隆成

　谷本中学校 丸善クラブ KTT のの/なの花

TRY AGAIN 立川3中 Hachitaku team蛇の目

大武 篤矢 木村 空翔 川瀬 祥生 江﨑 政哉
つつじヶ丘SS みたかスポ少 KTT トムジュニア

肥沼 大樹 坂谷内 賢 斉藤 凜 薊 互五郎

古山 輝 松本 和樹 佐々木 新太 澤 聡人

みよしクラブ 府中五中 東村山Jr. TSIジュニア

小澤 直生 岩田 那伎 平本 匠弥 依田 昴太

鑓水JTC team蛇の目

Hachitaku はんの木 ハルジオン Ｊクラブ

高柳 陽斗 畑 英 信旗 石井 颯人
大間々東中学校 ハルジオン 多摩スポーツJr 鑓水JTC

水藤 光希 中村 翔偉 永瀬 野村 　純

冨永 祐希 中野 巧翔 皆山 真怜 加藤 敬

高柳 陽斗
大間々東中学校

小俣 洋貴 石川 皓也 松本 慧太 腰山 
猿橋中学校 立川五中 Ｊクラブ 栄東

府中五中 プロジェクト のの/なの花 東村山Jr.

坂本 祐太郎 土田 駿元 小林 暖和 改井 伸明

猿橋中学校 桐朋中学校 立川五中 東大和三中

TRY AGAIN 立川四中
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第40回立川オープンジュニア卓球大会

（１）下位 平成29年5月4日(木)

立川市泉体育館

下位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ優勝

中学生男子

峰島 　竹瑠 森田 圭登 源関 光 小室 拓己

FLAT HILL はんの木 立川五中 みたかスポ少

吉山 僚一 立石 佳矩 高橋 龍之介 藤原 
TC中原 立川五中 みたかスポ少 ハルジオン

小俣 広来 野口 冴輔 丸橋 力 菊地 廉
猿橋中学校 Hachitaku 府中五中 東村山Jr.

川久保 和哉 庄司 拓行 山田 勝紀 bye 　

トムジュニア 立川四中 小金井JTC 　　

若旅 良介 島田 琢巳 小谷 雄大 bye 　
多摩スポーツJr 羽佳卓球倶楽部 のの/なの花 　　

池見 五十嵐 虹波 比留間 寛太 真喜志 康汰
KTT 小金井JTC 立川四中 鑓水JTC

飯塚 悠真 西脇 駿 宮崎 大希 高橋 航輝

平野卓研 KTT 東村山Jr. 鑓水JTC

宮地 笑平 白井 裕人 久保田 浩一郎 板橋 立

Hachitaku TRY AGAIN 府中五中 のの/なの花

林 慶彦 水川 快生 清水 佐一朗
代々木中 トムジュニア 東やまとJr KTT

関口 莉瑛朱 八津 陽尚 犬井 一吹 小此木 駿太
ITS三鷹 TRY AGAIN 立川3中 太田REO卓球

佐藤 尚 杉山 翔 千葉 星爾

小金井JTC 猿橋中学校 立川五中 多摩スポーツJr

高野 大幹 川崎 渡海男 宇都宮 松岡 晴輝

みよしクラブ TSIジュニア ハルジオン 東大和三中

川村 竜太 西尾 宣輝 吉沢 孝哉
Hachitaku TRY AGAIN 府中五中 立川四中

斉藤 承太郎 相澤 佑哉 大江 優介 喜多 
みよしクラブ 鑓水JTC 立川五中 ハルジオン

太田 将翔 荻原 須戸 俊輔

東やまとJr TKOクラブ ハルジオン 府中五中

後藤 龍之介 松本 大地 高橋 柊 三上 凌雅

TRY AGAIN 羽佳卓球倶楽部 立川3中 Hachitaku

須藤 光輝 笹川 大雅 太田 
ハルジオン 猿橋中学校 東大和三中 栄東

川瀬 俊也 青木 太陽 須田 友晃 前川 大知

横浜太洋ジュニア 立川四中 個人 KTT

プロジェクト

菊地 廉

東村山Jr.

菊地 廉
東村山Jr.

菊地 廉

東村山Jr.

高野 東弥

立川五中

高橋 航輝

鑓水JTC

中野 巧翔

小田

平澤 慶太

坪井 翔斗

小野 良太

八城 優太
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第40回立川オープンジュニア卓球大会

（２）下位 平成29年5月4日(木)

立川市泉体育館

中学生男子

小俣 洋貴 石川 皓也 松本 慧太 腰山 

猿橋中学校 立川五中 Ｊクラブ 栄東

赤木 海都 塩ノ谷 拓真 本田 豊 尾上 颯斗
羽佳卓球倶楽部 プロジェクト KTT のの/なの花

高柳 陽斗 畑 英 信旗 石井 颯人

大間々東中学校 ハルジオン 多摩スポーツJr 鑓水JTC

冨永 祐希 中野 巧翔 皆山 真怜 加藤 敬

府中五中 プロジェクト のの/なの花 東村山Jr.

小島 正太郎 山田 ひなた 田之倉 勝山 優斗
小金井JTC TRY AGAIN ハルジオン 立川四中

宇野 豪之助 松木 啓真 大津 正一郎 岡野屋 俊貴
早稲田佐賀中 Hachitaku 東大和三中 府中五中

大武 篤矢 ｷ　木村 空翔 川瀬 祥生 江﨑 政哉

つつじヶ丘SS みたかスポ少 KTT トムジュニア

肥沼 大樹 坂谷内 賢 斉藤 凜 薊 互五郎

TRY AGAIN 立川3中 Hachitaku team蛇の目

三部 航 宮野 田尻 亘平 相本 隆成
　谷本中学校 丸善クラブ KTT のの/なの花

川端 大樹 小林 勝博 鞆綱 虎耀 高野 東弥
FLAT HILL 猿橋中学校 つつじヶ丘SS 立川五中

渡辺 大輝 清水 達夢 光永 大輝 井上 

羽佳卓球倶楽部 TRY AGAIN 丸善クラブ ハルジオン

石田 悠 中村 瑠偉 酒泉 奏人 荒井 夢沙志

府中五中 はんの木 鑓水JTC 立川五中

小澤 直生 岩田 那伎 平本 匠弥 依田 昴太
TRY AGAIN 立川四中 鑓水JTC team蛇の目

古山 輝 松本 和樹 佐々木 新太 澤 聡人
みよしクラブ 府中五中 東村山Jr. TSIジュニア

小金井JTC KTT

坂本 祐太郎 土田 駿元 小林 暖和 改井 伸明
猿橋中学校 桐朋中学校 立川五中 東大和三中

高野 東弥
立川五中

水藤 光希 中村 翔偉 永瀬 野村 　純
Hachitaku はんの木 ハルジオン Ｊクラブ

松本 光晴 倉内 晟光 安部 皓太郎 南 弘将

Hachitaku 東村山Jr. のの/なの花 東大和三中

花上 拓矢 正木 亮太 ｷ　山田 直緒也 井上 智博

猿橋中学校 立川四中
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第40回立川オープンジュニア卓球大会

（３）下位 平成29年5月4日(木)

立川市泉体育館

中学生男子

小田 須藤 光輝 笹川 大雅 太田 

ハルジオン 猿橋中学校 東大和三中 栄東

峰島 　竹瑠 森田 圭登 源関 光 小室 拓己
FLAT HILL はんの木 立川五中 みたかスポ少

川久保 和哉 庄司 拓行 山田 勝紀 bye 　
トムジュニア 立川四中 小金井JTC 　　

坪井 翔斗 川村 竜太 西尾 宣輝 吉沢 孝哉

Hachitaku TRY AGAIN 府中五中 立川四中

飯塚 悠真 西脇 駿 宮崎 大希 高橋 航輝
平野卓研 KTT 東村山Jr. 鑓水JTC

宮地 笑平 白井 裕人 久保田 浩一郎 板橋 立
Hachitaku TRY AGAIN 府中五中 のの/なの花

八城 優太 林 慶彦 ｷ　水川 快生 清水 佐一朗

代々木中 トムジュニア 東やまとJr KTT

斉藤 承太郎 相澤 佑哉 大江 優介 喜多 

みよしクラブ 鑓水JTC 立川五中 ハルジオン

小野 良太 佐藤 尚 杉山 翔 千葉 星爾
小金井JTC 猿橋中学校 立川五中 多摩スポーツJr

高野 大幹 川崎 渡海男 宇都宮 松岡 晴輝
みよしクラブ TSIジュニア ハルジオン 東大和三中

若旅 良介 島田 琢巳 小谷 雄大 bye 　

多摩スポーツJr 羽佳卓球倶楽部 のの/なの花 　　

関口 莉瑛朱 八津 陽尚 犬井 一吹 小此木 駿太

ITS三鷹 TRY AGAIN 立川3中 太田REO卓球

平澤 慶太 太田 将翔 荻原 須戸 俊輔
東やまとJr TKOクラブ ハルジオン 府中五中

後藤 龍之介 松本 大地 高橋 柊 三上 凌雅
TRY AGAIN 羽佳卓球倶楽部 立川3中 Hachitaku

府中五中 東村山Jr.

池見 五十嵐 虹波 比留間 寛太 真喜志 康汰

KTT 小金井JTC 立川四中 鑓水JTC

高橋 航輝
鑓水JTC

川瀬 俊也 青木 太陽 須田 友晃 前川 大知
横浜太洋ジュニア 立川四中 個人 KTT

吉山 僚一 立石 佳矩 高橋 龍之介 藤原 

TC中原 立川五中 みたかスポ少 ハルジオン

小俣 広来 野口 冴輔 丸橋 力 菊地 廉

猿橋中学校 Hachitaku
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第40回立川オープンジュニア卓球大会

（４）下位 平成29年5月4日(木)

立川市泉体育館

中学生男子

赤木 海都 塩ノ谷 拓真 本田 豊 尾上 颯斗

羽佳卓球倶楽部 プロジェクト KTT のの/なの花

松本 光晴 倉内 晟光 安部 皓太郎 南 弘将
Hachitaku 東村山Jr. のの/なの花 東大和三中

小島 正太郎 山田 ひなた 田之倉 勝山 優斗

小金井JTC TRY AGAIN ハルジオン 立川四中

宇野 豪之助 松木 啓真 ｷ　大津 正一郎 岡野屋 俊貴

早稲田佐賀中 Hachitaku 東大和三中 府中五中

渡辺 大輝 清水 達夢 光永 大輝 井上 
羽佳卓球倶楽部 TRY AGAIN 丸善クラブ ハルジオン

ｷ　花上 拓矢 正木 亮太 ｷ　山田 直緒也 井上 智博
猿橋中学校 立川四中 小金井JTC KTT

ｷ　三部 航 宮野 田尻 亘平 相本 隆成

　谷本中学校 丸善クラブ KTT のの/なの花

桜井 小林 勝博 鞆綱 虎耀 高野 東弥

Ｊクラブ 猿橋中学校 つつじヶ丘SS 立川五中

大武 篤矢 木村 空翔 川瀬 祥生 江﨑 政哉
つつじヶ丘SS みたかスポ少 KTT トムジュニア

石田 悠 中村 瑠偉 酒泉 奏人 荒井 夢沙志
府中五中 はんの木 鑓水JTC 立川五中

小澤 直生 岩田 那伎 平本 匠弥 bye

TRY AGAIN 立川四中 鑓水JTC

古山 輝 松本 和樹 佐々木 新太 澤 聡人

みよしクラブ 府中五中 東村山Jr. TSIジュニア

高柳 陽斗 畑 英 信旗 石井 颯人
大間々東中学校 ハルジオン 多摩スポーツJr 鑓水JTC

肥沼 大樹 坂谷内 賢 斉藤 凜 薊 互五郎
TRY AGAIN 立川3中 Hachitaku team蛇の目

立川五中 東大和三中

冨永 祐希 中野 巧翔 皆山 真怜 加藤 敬
府中五中 プロジェクト のの/なの花 東村山Jr.

中野 巧翔
プロジェクト

小俣 洋貴 石川 皓也 松本 慧太 腰山 
猿橋中学校 立川五中 Ｊクラブ 栄東

水藤 光希 中村 翔偉 永瀬 野村 　純

Hachitaku はんの木 ハルジオン Ｊクラブ

坂本 祐太郎 ｷ　土田 駿元 小林 暖和 改井 伸明

猿橋中学校 桐朋中学校
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第40回立川オープンジュニア卓球大会

上位 平成29年5月4日(木)

立川市泉体育館

小学生女子

藤本 和花 貫井 美希 宮本 直佳 松田 知歩

丸善クラブ Hachitaku 秋川クラブ 多摩スポーツJr

小林 奈桜 羽田 れの 野田 果凛 村田 雛
丸善クラブ 羽佳卓球倶楽部 Hachitaku 秋川クラブ

鈴木 月椛 蓮尾 結姫 西村 優花 成澤 萌優
はんの木 秋川クラブ Hachitaku 小金井JTC

高橋 未映 成澤 結優 百崎 愛生 扇谷 奈々巴

Hachitaku 小金井JTC 丸善クラブ 協和発酵キリン卓球スクール

林 ひかる 依田 奈々美 瀬戸 彩名 梅澤 美緒
FLAT　HILL team蛇の目 東村山Jｒ. 丸善クラブ

野々口 彩乃 吉田 璃乃 佐藤 渚 bye 　
多摩スポーツJr 協和発酵キリン卓球スクール 羽佳卓球倶楽部

松澤 愛奈 橋場 夕奈 内野 由比 野口 莉央

平野卓研 秋川クラブ team蛇の目 羽佳卓球倶楽部

鈴木 珠乃 村田 陽 羽田 きお 飯吉 優陽

トムジュニア 秋川クラブ 羽佳卓球倶楽部 team蛇の目

高橋 未映 成澤 結優 百崎 愛生 扇谷 奈々巴
Hachitaku 小金井JTC 丸善クラブ 協和発酵キリン卓球スクール

村松 愛菜 関田 若葉 鈴木 理央 玉井 美帆
羽佳卓球倶楽部 みたかスポ少 秋川クラブ Hachitaku

小林 奈桜 羽田 れの 野田 果凛 村田 雛

丸善クラブ 羽佳卓球倶楽部 Hachitaku 秋川クラブ

野々口 彩乃 吉田 璃乃 佐藤 渚 bye 　

多摩スポーツJr 協和発酵キリン卓球スクール 羽佳卓球倶楽部

藤本 和花 貫井 美希 宮本 直佳 松田 知歩
丸善クラブ Hachitaku 秋川クラブ 多摩スポーツJr

松澤 愛奈 橋場 夕奈 内野 由比 野口 莉央
平野卓研 秋川クラブ team蛇の目 羽佳卓球倶楽部

秋川クラブ Hachitaku

林 ひかる 依田 奈々美 瀬戸 彩名 梅澤 美緒

FLAT　HILL team蛇の目 東村山Jｒ. 丸善クラブ

村松 愛菜
羽佳卓球倶楽部

鈴木 珠乃 村田 陽 羽田 きお 飯吉 優陽
トムジュニア 秋川クラブ 羽佳卓球倶楽部 team蛇の目

鈴木 月椛 蓮尾 結姫 西村 優花 成澤 萌優

はんの木 秋川クラブ Hachitaku 小金井JTC

村松 愛菜 関田 若葉 鈴木 理央 玉井 美帆

羽佳卓球倶楽部 みたかスポ少
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第40回立川オープンジュニア卓球大会

下位 平成29年5月4日(木)

立川市泉体育館

小学生女子

多摩スポーツJr 協和発酵キリン卓球スクール 羽佳卓球倶楽部

小林 奈桜 羽田 れの 野田 果凛 村田 雛
丸善クラブ 羽佳卓球倶楽部 Hachitaku 秋川クラブ

藤本 和花 貫井 美希 宮本 直佳 松田 知歩

丸善クラブ Hachitaku 秋川クラブ 多摩スポーツJr

野々口 彩乃 吉田 璃乃 佐藤 渚 bye 　

高橋 未映 成澤 結優 百崎 愛生 扇谷 奈々巴

Hachitaku 小金井JTC 丸善クラブ 協和発酵キリン卓球スクール

鈴木 月椛 蓮尾 結姫 西村 優花 成澤 萌優
はんの木 秋川クラブ Hachitaku 小金井JTC

羽佳卓球倶楽部 みたかスポ少 秋川クラブ Hachitaku

林 ひかる 依田 奈々美 瀬戸 彩名 梅澤 美緒
FLAT　HILL team蛇の目 東村山Jｒ. 丸善クラブ

村松 愛菜 関田 若葉 鈴木 理央 玉井 美帆

鈴木 珠乃 村田 陽 羽田 きお ｷ　飯吉 優陽

トムジュニア 秋川クラブ 羽佳卓球倶楽部 team蛇の目

松澤 愛奈 橋場 夕奈 内野 由比 ｷ　野口 莉央

平野卓研 秋川クラブ team蛇の目 羽佳卓球倶楽部

平野卓研 秋川クラブ team蛇の目 羽佳卓球倶楽部

高橋 未映 成澤 結優 百崎 愛生 扇谷 奈々巴
Hachitaku 小金井JTC 丸善クラブ 協和発酵キリン卓球スクール

松澤 愛奈 橋場 夕奈 内野 由比 野口 莉央

野々口 彩乃 吉田 璃乃 佐藤 渚 bye 　

多摩スポーツJr 協和発酵キリン卓球スクール 羽佳卓球倶楽部

小林 奈桜 羽田 れの 野田 果凛 村田 雛

Hachitaku 秋川クラブ

はんの木 秋川クラブ Hachitaku 小金井JTC

藤本 和花 貫井 美希 宮本 直佳 松田 知歩
丸善クラブ Hachitaku 秋川クラブ 多摩スポーツJr

鈴木 月椛 蓮尾 結姫 西村 優花 成澤 萌優

林 ひかる 依田 奈々美 瀬戸 彩名 梅澤 美緒

羽田 れの
羽佳卓球倶楽部

鈴木 珠乃 村田 陽 羽田 きお 飯吉 優陽
トムジュニア 秋川クラブ 羽佳卓球倶楽部 team蛇の目

FLAT　HILL team蛇の目 東村山Jｒ. 丸善クラブ

村松 愛菜 関田 若葉 鈴木 理央 玉井 美帆

羽佳卓球倶楽部 みたかスポ少 秋川クラブ Hachitaku

丸善クラブ 羽佳卓球倶楽部
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第40回立川オープンジュニア卓球大会

上位 平成29年5月4日(木)

立川市泉体育館

丸善クラブ team蛇の目 平野卓研 文大杉並

中学生女子

中村 藍子 田中 舞雪 天野 安依美 岡田 晏奈

小野 桃寧 関谷 咲花 瀬戸 希未 杉澤 美紅
文大杉並 team蛇の目 東村山Jｒ. 小川西中学校

上田 紫乃 秋山 黎 長又 素楽 新海 結以

TSIジュニア 平野卓研 FLAT　HILL 東村山Jｒ.

平野卓研 Hachitaku 文大杉並 多摩スポーツJr

鯉渕 華怜 小林 明日香 品川 紗輝 bye  
T.L.C. Jr 文大杉並 Hachitaku  

平野 世和 高橋 日向 松山 友香 徳田 琴音

松澤 優唯 野々口 愛花 三谷 花奈 藤原 優
平野卓研 多摩スポーツJr 双葉苦楽部 妙力堂

一條 杏朱 栗山 怜奈 南雲 みみ bye  
丸善クラブ 小金井　JTC 文大杉並  

丸善クラブ team蛇の目 平野卓研 文大杉並

大﨑 風和里 矢島 采愛 中尾 珠楓 畠野 杏

文大杉並 妙力堂 小川西中学校 つつじヶ丘SS

中村 藍子 田中 舞雪 天野 安依美 岡田 晏奈

武川 遥夏 岡村 香苗 秋山 浩花 bye  

小川西中学校 文大杉並 協和発酵キリン卓球スクール  

平野 亜子 横道 華央 川村 碧子 畠山 望
平野卓研 つつじヶ丘SS TSIジュニア 文大杉並

文大杉並 妙力堂 小川西中学校 つつじヶ丘SS

松澤 優唯 野々口 愛花 三谷 花奈 藤原 優

平野卓研 多摩スポーツJr 双葉苦楽部 妙力堂

大﨑 風和里 矢島 采愛 中尾 珠楓 畠野 杏

一條 杏朱 栗山 怜奈 南雲 みみ bye  

丸善クラブ 小金井　JTC 文大杉並  

小野 桃寧 関谷 咲花 瀬戸 希未 杉澤 美紅

東村山Jｒ. 小川西中学校

平野卓研 つつじヶ丘SS TSIジュニア 文大杉並

T.L.C. Jr 文大杉並 Hachitaku  

上田 紫乃 秋山 黎 長又 素楽 新海 結以
TSIジュニア 平野卓研 FLAT　HILL 東村山Jｒ.

武川 遥夏 岡村 香苗 秋山 浩花 bye  

小野 桃寧
文大杉並

平野卓研 Hachitaku 文大杉並 多摩スポーツJr

鯉渕 華怜 小林 明日香 品川 紗輝 bye  

小川西中学校 文大杉並 協和発酵キリン卓球スクール  

平野 亜子 横道 華央 川村 碧子 畠山 望

平野 世和 高橋 日向 松山 友香 徳田 琴音

文大杉並 team蛇の目
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第40回立川オープンジュニア卓球大会

下位 平成29年5月4日(木)

立川市泉体育館

中学生女子

上田 紫乃 秋山 黎 長又 素楽 新海 結以

TSIジュニア 平野卓研 FLAT　HILL 東村山Jｒ.

小野 桃寧 関谷 咲花 瀬戸 希未 杉澤 美紅
文大杉並 team蛇の目 東村山Jｒ. 小川西中学校

鯉渕 華怜 小林 明日香 品川 紗輝 bye  
T.L.C. Jr 文大杉並 Hachitaku  

中村 藍子 田中 舞雪 天野 安依美 岡田 晏奈

丸善クラブ team蛇の目 平野卓研 文大杉並

一條 杏朱 栗山 怜奈 南雲 みみ bye  
丸善クラブ 小金井　JTC 文大杉並  

松澤 優唯 野々口 愛花 三谷 花奈 藤原 優
平野卓研 多摩スポーツJr 双葉苦楽部 妙力堂

大﨑 風和里 矢島 采愛 中尾 珠楓 ｷ　畠野 杏

文大杉並 妙力堂 小川西中学校 つつじヶ丘SS

平野 世和 高橋 日向 松山 友香 徳田 琴音

平野卓研 Hachitaku 文大杉並 多摩スポーツJr

平野 亜子 横道 華央 川村 碧子 畠山 望
平野卓研 つつじヶ丘SS TSIジュニア 文大杉並

武川 遥夏 岡村 香苗 ｷ　秋山 浩花 bye  

小川西中学校 文大杉並 協和発酵キリン卓球スクール  

松澤 優唯 野々口 愛花 三谷 花奈 藤原 優

平野卓研 多摩スポーツJr 双葉苦楽部 妙力堂

中村 藍子 田中 舞雪 天野 安依美 岡田 晏奈
丸善クラブ team蛇の目 平野卓研 文大杉並

小野 桃寧 関谷 咲花 ｷ　瀬戸 希未 杉澤 美紅

文大杉並 team蛇の目 東村山Jｒ. 小川西中学校

一條 杏朱 栗山 怜奈 南雲 みみ bye  

丸善クラブ 小金井　JTC 文大杉並  

上田 紫乃 秋山 黎 長又 素楽 新海 結以
TSIジュニア 平野卓研 FLAT　HILL 東村山Jｒ.

大﨑 風和里 矢島 采愛 中尾 珠楓 畠野 杏
文大杉並 妙力堂 小川西中学校 つつじヶ丘SS

TSIジュニア 文大杉並

武川 遥夏 岡村 香苗 秋山 浩花 bye  
小川西中学校 文大杉並 協和発酵キリン卓球スクール  

岡田 晏奈
文大杉並

平野 世和 高橋 日向 松山 友香 徳田 琴音
平野卓研 Hachitaku 文大杉並 多摩スポーツJr

鯉渕 華怜 小林 明日香 品川 紗輝 bye  

T.L.C. Jr 文大杉並 Hachitaku  

平野 亜子 ｷ　横道 華央 川村 碧子 畠山 望

平野卓研 つつじヶ丘SS
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ＮＯ．１ ＮＯ．１

ＮＯ．２

ＮＯ．３

ＮＯ．４

優勝 ( TC中原 ) 優勝 ( 文大杉並 )

準優勝 ( 大間々東中 ) 準優勝 ( 妙力堂 )

第３位 ( 丸善クラブ ) 第３位 ( 平野卓研 )

第３位 ( 小金井JTC ) 第３位 ( TSIジュニア )

ＮＯ．１ ＮＯ．１

ＮＯ．２

優勝 ( TC中原 ) 優勝 ( 羽佳卓球倶楽部 )

準優勝 ( 丸善クラブ ) 準優勝 ( トムジュニア )

第３位 ( T.L.C. Jr ) 第３位 ( 丸善クラブ )

第３位 ( TEAM SEIYA ) 第３位 ( Hachitaku )

第40回立川オープンジュニア卓球大会記録

吉山 僚一 小野 桃寧

島村 匠 村松 愛菜

吉山　和希 小林 奈桜 丸善クラブ

羽佳卓球倶楽部

)

)

)

)

))

高橋 未映

鈴木 珠乃

Hachitaku

トムジュニア

小学生男子 小学生女子

小野 良太

小野 桃寧

藤原 優

平野 亜子

上田 紫乃

(

(

(

(

TC中原

T.L.C. Jr

TEAM SEIYA

丸善クラブ

)

)

)

(

(

(

中学生男子 中学生女子

文大杉並(

宮野　魁 ( 丸善クラブ ) 平野 亜子 ( 平野卓研 )

( TC中原 )

)

上田 紫乃 ( TSIジュニア )

小野 良太

高柳　陽斗

吉山 僚一

高柳　陽斗

( 小金井JTC )

( 大間々東中 )

吉山　和希

二井原 有真

島村 匠

鈴木 恵大

村松 愛菜

鈴木 珠乃

小林 奈桜

高橋 未映

藤原 優 ( 妙力堂

宮野　魁

(

鈴木 恵大

二井原 有真
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