
チーム名 名前 備　　考 チーム名 名前 備　　考 チーム名 名前 備　　考

1 卓伸クラブ 都築　　陸 愛知 JUPIC 有賀　奏世 長野 ﾋﾛﾀｸｽﾎﾟｰﾂ 田中　颯馬 広島

2 卓伸クラブ 小林 麟太郎 愛知 PEACE 西尾　拓海 石川 太田REO卓球 小森谷 岳琉 群馬

3 卓伸クラブ 隈元　慶真 愛知 PEACE 小森 健太郎 石川 太田REO卓球 浅沼　英知 群馬

4 Y.Y　LINK 髙森　健太 岡山 PEACE 松井　陽澄 石川 ファミリースポーツ少年団 中澤　侑也 静岡

5 Y.Y　LINK 松山　侑聖 岡山 月侍卓球クラブ 中面谷 陸人 大阪 ファミリースポーツ少年団 太田　　怜 静岡

6 Y.Y　LINK 赤尾 征一郎 岡山 クレッシェンド美川Ｊｒ 川村　聡汰 石川 穂高卓研 飯嶋　大翔 長野

7 花鳥風GET’S Jr 前田 奏一郎 大阪 クレッシェンド美川Ｊｒ 嶋田　洸也 石川 PPC綾部 細見　恭佑 京都

8 羽佳卓球倶楽部 宮澤　一維 東京 クレッシェンド美川Ｊｒ 辰巳　大陽 石川 美崎クラブ 栗田　千史 岐阜

9 羽佳卓球倶楽部 並木　幹太 東京 天王山卓球場 津田　稜生 京都 美崎クラブ 杜　　佳希 岐阜

10 金ちゃん卓球 劉　　海翔 大阪 天王山卓球場 津田　峻成 京都 STライトニング 菊池　大牙 富山

11 新発田ジュニア 川上　七星 新潟 粟ノ保ＪＴＣ 肥後　翔大 石川 STライトニング 高野 那由多 富山

12 丹生川小卓球クラブ 駒屋　　拓 岐阜 粟ノ保ＪＴＣ 山辺　優斗 石川 三好クラブ 木全　　渉 愛知

13 万葉ＪＴＣ 武田　朔空 福井 粟ノ保ＪＴＣ 小川　佳風 石川 札内クラブ 新津　臣哉 北海道

14 JFジュニア 高尾　響 香川 偉関TTL 根岸　　奏 東京 札内クラブ 阿部　翔伍 北海道

15 JFジュニア 和泉　湧久 香川 T.C.ACE 蓬莱　宗晴 長野 札内クラブ 加藤　朝陽 北海道

16 富貴ジュニア 田原　昂晟 愛知 育徳クラブ 園瀧　結也 大阪 Crossover 浅里　巧真 滋賀

17 壱球倶楽部 中川　利空　 京都 育徳クラブ 前島　悠人 大阪 エンデバー・メイト 安田　大我 石川

18 美濃加茂卓球スポーツ少年団 佐口　　類 岐阜 桜井塾 市川　颯大 長野 エンデバー・メイト 前田　佳政 石川

19 卓研ジュニアクラブ 奥田　雅樹 岐阜 桜井塾 江本　誠慶 長野 T.C　マルカワ 大西　健生 岡山

20 大東卓球場 桑島　一樹 大阪 留萌モンスターズＪｒ 田中　颯人 北海道 T.C　マルカワ 筒井 凜太郎 岡山

21 長野JTC 竹内　大翔 長野 ＮＥＸ’ＴＡＧＥ 飯田　龍生 京都 T.C　マルカワ 多久間 洸星 岡山

22 長野JTC 高嶋　琉嘉 長野 ＮＥＸ’ＴＡＧＥ 和泉　晴大 京都 多賀城JTC 鈴木　健斗 宮城

23 すぽたま 篠﨑　　玲惺 東京 ＮＥＸ’ＴＡＧＥ 荒田　凱音 京都 T.T彩たま 山崎　勇人 埼玉

24 つばめジュニア 伊藤 虎大朗 新潟 東名卓球ジム 中川　結翔 愛知 T.T彩たま 疋野　虎希 埼玉

25 小松ジュニア 山口 慶次朗 石川 東名卓球ジム 加藤　康誠 愛知 内灘宮坂ジュニア 惣田　連介 石川

26 すたぁとらいん 伊東　　快 長野 Ｔ’ｓＺＥＲＯ＋ 奥　　蒼真 兵庫 内灘宮坂ジュニア 小泉　圭吾 石川

27 城山卓球クラブジュニア 大貫　瑛土 栃木 大野クラブジュニア 松村 遼太朗 福井 内灘宮坂ジュニア 辻井　悠也 石川

28 フェニックス卓球クラブ 平塚　健友 福井 大野クラブジュニア 沖村　泰希 福井 松平ｽﾎﾟｰﾂ 宮坂　岳志 石川

29 　米泉卓球スポーツ少年団 谷内　颯真 石川 大野クラブジュニア 眞柄　悠希 福井 松平ｽﾎﾟｰﾂ 宝生　凛空 石川

30 　米泉卓球スポーツ少年団 辻元　涼太 石川 戸出ジュニア 福田　　晄 富山 松平ｽﾎﾟｰﾂ 浅瀬　国斗 石川

31 　米泉卓球スポーツ少年団 佐藤　直樹 石川 Ｍ－ｔｗｏ 川村　侑輝 愛知 松平ｽﾎﾟｰﾂ 松林　湊叶 石川

32 　米泉卓球スポーツ少年団 高田　佳実 石川 Ｍ－ｔｗｏ 戸田　文殊 愛知 川嶋ジュニア 津呂橋　潤 大阪

33 斐川ジュニアクラブ 真庭　星那 島根 グランスター 松原　叶和 愛知 川嶋ジュニア 寿賀 耕太郎 大阪

34 斐川ジュニアクラブ 冨岡　遼弥 島根 Ｔ＆Ｔクラブ 三瓶　歩汰 東京 川嶋ジュニア 山口 誇太朗 大阪

35 Quest新潟クラブ 小山　遥音 新潟 みつのきＴＴＣ 前田　翔伊 愛知 TIT 渡邉　　仁 群馬

36 ＴＳ平松 多曽田 颯介 岡山 みつのきＴＴＣ 上村　優心 愛知 ピンテック 三輪　知希 愛知

37 ＴＳ平松 黒田　大凱 岡山 ねや卓球クラブ 青井　優空 岡山 ピンテック 川合　裕大 愛知

38 ＴＳ平松 林　　翔真 岡山 ねや卓球クラブ 岡村　尚弥 岡山 JUPIC 有賀　奏世 長野

39 ＴＳ平松 二宮　蒼真 岡山 ねや卓球クラブ 淺野　京介 岡山

40 ＳＨＩＮＥ 新越　恵太 愛知 吉岡SC 小田島 大地 奈良

41 ＳＨＩＮＥ 江坂　斗亜 愛知 吉岡SC 井口 晋次郎 大阪

42 ＳＨＩＮＥ 磯村　晃佑 愛知 吉岡SC 高見　悠聖 大阪

43 ＳＨＩＮＥ 木村　嘉希 愛知 若狭TTC 小野　柊太 福井

44 長野ラージヒルズ 児玉 虎太郎 長野 穴水真名井 片岡　凌汰 石川

45 大宗クラブ 鈴木　　匠 石川 穴水真名井 米田　寛喜 石川

46 Ｄｒｅａｍ卓球 丹波　諒空 大阪 かほくジュニア 鈴木　太尊 石川

47 Ｄｒｅａｍ卓球 大川　蓮斗 大阪 かほくジュニア 大高　宗織 石川

48 RISE 山口　純希 三重 砺波ジュニア 永井　来明 富山

49 RISE 荒木　和也 三重 Practice Jr 藤永　万里 石川

50 いわき卓球 久保　拓登 福島 Practice Jr 岡島　正磨 石川
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チーム名 名前 備　　考 チーム名 名前 備　　考 チーム名 名前 備　　考

1 一色EC 高須　　音 愛知 羽咋クラブＪr. 藤森　夏芽 石川 穂高卓研 羽田　琉生 長野

2 円山クラブ 桜井 楓 北海道 羽咋クラブＪr. 松永　純怜 石川 RK　studio 佐久間 結生 栃木

3 清卓クラブ 草間 あいる 静岡 大宗クラブ 蔵竹　　玲 石川 竹鼻スポーツ少年団 山本　愛結 岐阜

4 和卓球クラブ 山本　心結 三重 大宗クラブ 岡部　千愛 石川 竹鼻スポーツ少年団 石原　怜弥 岐阜

5 スネイルズ 村山　結来 北海道 大宗クラブ 松田　楓子 石川 竹鼻スポーツ少年団 種田　吏紗 岐阜

6 卓伸クラブ 鬼頭　直央 愛知 大宗クラブ 小酒　夏音 石川 松生TTC 金子　奈珠 三重

7 卓伸クラブ 今枝　知美 愛知 Ｄｒｅａｍ卓球 中田　宇海 大阪 松生TTC 榎本　初香 三重

8 美唄Star Jr. 中川　実美 北海道 RISE 鈴木　雫月 三重 STライトニング 川淵　琥珀 富山

9 美唄Star Jr. 真野　　楓 北海道 RISE 青木　夏愛 三重 三好クラブ 田添 輝来梨 愛知

10 川北ジュニア 前　　芽吹 石川 ＪｏｙＳ 漆畑　瑛奈 静岡 ＵＯＺＵ．ＪＴＣ 水橋　楓羽 富山

11 羽佳卓球倶楽部 大橋　来美 東京 新宮クラブ 長瀬 保奈実 岐阜 長野ラージヒルズ 丸山　涼香 長野

12 羽佳卓球倶楽部 羽田　そよ 東京 ミラクル卓球クラブ 畑谷　和果 愛知 長野ラージヒルズ 川嶋　梨愛 長野

13 新発田ジュニア 渡邊　　葵 新潟 クレッシェンド美川Ｊｒ 大屋　結菜 石川 長野ラージヒルズ 金子　明愛 長野

14 新発田ジュニア 渡辺　柚月 新潟 偉関TTL 水元　心愛 東京 須坂ＪＴＣ 藤澤　里帆 長野

15 新発田ジュニア 浅井　穂香 新潟 偉関TTL 馬場　桃香 東京 T.C　マルカワ 多久間 愛惟 岡山

16 うばこやまJｒ. 後　　唯菜 愛知 偉関TTL 吉住　誌允 東京 T.C　マルカワ 面手　一花 岡山

17 嵩山クラブ 熊谷　琴葉 愛知 松平ｽﾎﾟｰﾂ 簔川　佐菜 石川 T.C　マルカワ 浜　　奈果 岡山

18 万葉ＪＴＣ 内田 鈴華 福井 細江卓研 西澤　祐月 静岡 中央クラブジュニア 村山　優菜 宮城

19 万葉ＪＴＣ 大西 悠月 福井 育徳クラブ 橋野　希侑 大阪 内灘宮坂ジュニア 中村　美澄 石川

20 富貴ジュニア 榊原 里咲 愛知 育徳クラブ 坂巻　朱莉 大阪 内灘宮坂ジュニア 朝倉　華梛 石川

21 富貴ジュニア 山本 暖乃 愛知 育徳クラブ 西　　琴未 大阪 エンデバー・メイト 岩瀬　華凜 石川

22 紫峰ジュニア 関　　麻穂 茨城 ＮＥＸ’ＴＡＧＥ 飯田 莉々花 京都 エンデバー・メイト 宮丸　結花 石川

23 刈谷ＫＨ 佐野　　柚 愛知 ＮＥＸ’ＴＡＧＥ 大槻　美嘉 京都 エンデバー・メイト 脇坂　悠生 石川

24 刈谷ＫＨ 渡辺　音羽 愛知 大野クラブジュニア 堂下 ゆめか 福井 エンデバー・メイト 竹内　十和子 石川

25 刈谷ＫＨ 中村　美音 愛知 大野クラブジュニア 池田　美穂 福井 川嶋ジュニア 栗田　寧々 大阪

26 美濃加茂卓球スポーツ少年団 川合　可暖 岐阜 戸出ジュニア 中村　楓華 富山 川嶋ジュニア 小林　愛果 大阪

27 美濃加茂卓球スポーツ少年団 林　　晏那 岐阜 Ｍ－ｔｗｏ 永田　珠凰 愛知 川嶋ジュニア 南　　夏良 大阪

28 高富スポ少 坪内　紗代 岐阜 富久山卓球クラブ 苅宿　未来 福島 川嶋ジュニア 門阪　翠穂奈 大阪

29 高富スポ少 大野 煌莉 岐阜 富久山卓球クラブ 遠宮 みのり 福島 東濃ジュニアクラブ 平井　梨琴 岐阜

30 すぽたま 庄野　菜菜 東京 富久山卓球クラブ 笹山　琴羽 福島 東濃ジュニアクラブ 鈴木 莉桜菜 岐阜

31 TIT 高橋　青葉 群馬 グランスター 鈴木　心那 愛知 ピンテック 藤井　紅羽 愛知

32 ピンポン府中 須田　美空 広島 グランスター 佐藤　慧茉 愛知 ピンテック 鈴木　真未 愛知

33 Studio R 入部　真白 富山 みつのきＴＴＣ 安江　瑚雪 愛知 ﾋﾛﾀｸｽﾎﾟｰﾂ 坂田　夏美 広島

34 Ｒ＆Ｍ 細川　柚貴 神奈川 ねや卓球クラブ 藤田　唯花 岡山 Y.YLINK 藤井　莉央 岡山

35 Ｒ＆Ｍ 坂本 明日菜 神奈川 ミナミラボ 大岩　悠乃 福井

36 フェニックス卓球クラブ 伊藤三緒 福井 ミナミラボ 堀本　笑那 福井

37 フェニックス卓球クラブ 杉本心麗 福井 ミナミラボ 濵﨑　星見 福井

38 フェニックス卓球クラブ 津田那智 福井 ミナミラボ 小林　　楓 福井

39 岸田クラブ 廣田　夢里 神奈川 吉岡SC 東　　璃子 大阪

40 岸田クラブ 牛島　みほろ 神奈川 吉岡SC 高見　　綾 大阪

41 　米泉卓球スポーツ少年団 布村　紗唯 石川 Ｔ’ｓＺＥＲＯ＋ 安福　明莉 兵庫

42 斐川ジュニアクラブ 市場　小春 島根 新大クラブ 滝沢　美玖 新潟

43 斐川ジュニアクラブ 古川　蒼湖 島根 穴水真名井 竹端　りこ 石川

44 Quest新潟クラブ 富樫　乃愛 新潟 かほくジュニア 尾坂　七虹 石川

45 Quest新潟クラブ 小石　　愛 新潟 かほくジュニア 中村　陽菜 石川

46 Quest新潟クラブ 今井　ひより 新潟 JUPIC 中野　心晴 長野

47 長井ジュニア卓球スポーツ少年団 東海枝 茉希 山形 いわき卓球 見城　月菜 福島

48 ＡＳＵＲＡ 小林　亜依 愛知 三好クラブ 田添 輝来梨 愛知

49 ＡＳＵＲＡ 宮野 加奈子 愛知 卓球dash 武村　柊伽 岐阜

50 羽咋クラブＪr. 高田　美宜 石川 穂高卓研 國竹　凛 長野

第１回全国百万石オープン卓球大会小学生の部（ホープス女子） 選手名簿(順不同)



チーム名 名前 備　　考 チーム名 名前 備　　考 チーム名 名前 備　　考

1 松徳クラブ 原　　拓真 島根 天王山卓球場 松本　幹大 京都

2 松徳クラブ 岡田　直樹 島根 偉関TTL 根本　裕大 東京

3 緑橋卓球場 吉田　有佑 大阪 偉関TTL 熊沢　悠人 東京

4 緑橋卓球場 小林 柾太郎 大阪 TC軽井沢 仁熊　旭希 長野

5 松生TTC 金田　悠生 三重 TC軽井沢 蓬莱　晴翔 長野

6 和卓球クラブ 山本　結心 三重 TC軽井沢 猿谷 晋太朗 長野

7 卓伸クラブ 鬼頭　勇希 愛知 ＮＥＸ’ＴＡＧＥ 河合　　薫 京都

8 卓伸クラブ 今枝　賢伸 愛知 東名卓球ジム 和田　純太 愛知

9 卓伸クラブ 飯干　瑛太 愛知 東名卓球ジム 杉月　佑辰 愛知

10 花鳥風GET'S　Jr 日髙　優心 大阪 Ｔ’ｓＺＥＲＯ＋ 大西　冬馬 兵庫

11 羽佳卓球倶楽部 石塚　大智 東京 大野クラブジュニア 山川　絢大 福井

12 新発田ジュニア 篠原　　新 新潟 大野クラブジュニア 河合　遼士 福井

13 新発田ジュニア 泉田　真武 新潟 Ｍ－ｔｗｏ 清水　紀喜 愛知

14 新発田ジュニア 工藤　　望 新潟 Ｍ－ｔｗｏ 平塚　遙一 愛知

15 富貴ジュニア 榊原　宏紀 愛知 富久山卓球クラブ 平栗　颯人 福島

16 オーバードライブ 飛垣　星哉 石川 グランスター 山田　創介 愛知

17 刈谷ＫＨ 福井　健太 愛知 グランスター 岩間　悠真 愛知

18 美濃加茂卓球スポーツ少年団 駒瀬　健多 岐阜 ねや卓球クラブ 藤田　壮樹 岡山

19 卓研ジュニアクラブ 奥田　悠真 岐阜 ミナミラボ 鈴木　貫太 福井

20 長野JTC 峯村　奏多 長野 ミナミラボ 杉田　久輝 福井

21 長野JTC 加能　陽翔 長野 穴水真名井 田中　琉聖 石川

22 Studio R 樂山　碧斗 富山 すずや 鈴木　新平 愛知

23 Studio R 樂山　紫恩 富山 Practice Jr 岡本　蓮太郎 石川

24 YOYO TAKKYU 中﨑　慧士 東京 Practice Jr 岡島　正親 石川

25 羽咋クラブJr. 枡谷　　龍 石川 太田REO卓球 亀里　　陸 群馬

26 羽咋クラブJr. 松永　朱生 石川 穂高卓研 國竹　　蓮 長野

27 フェニックス卓球クラブ 川畑 小次郎 福井県 PPC綾部 細見　遼佑 京都

28 フェニックス卓球クラブ 太田　風志 福井県 山卓 山本　悠生 滋賀

29 フェニックス卓球クラブ 平塚　　亘 福井県 美崎クラブ 沢田　琉聖 岐阜

30 フェニックス卓球クラブ 三輪　吏音 福井県 美崎クラブ 杜　　朋希 岐阜

31 フェニックス卓球クラブ 野村　吏央 福井県 STライトニング 有元　一期 富山

32 岸田クラブ 今福　瀧司 神奈川 STライトニング 湯浅　泰志 富山

33 岸田クラブ 村守　結仁 神奈川 STライトニング 沢井　　湊 富山

34 岸田クラブ 今福　櫂司 神奈川 Crossover 平野　涼誠 滋賀

35 豊田町卓球スポーツ少年団 水島　心悟 静岡 エンデバー・メイト 伊藤　大毅 石川

36 斐川ジュニアクラブ 古川　　樹 島根 エンデバー・メイト 新本　遼平 石川

37 ＴＳ平松 吉川　友晴 岡山 エンデバー・メイト 前田　将毅 石川

38 つばめジュニア 伊藤 龍ノ助 新潟 内灘宮坂ジュニア 脇田　　樹 石川

39 ＡＳＵＲＡ 富田　亜惺 愛知 内灘宮坂ジュニア 朝倉　遼都 石川

40 大宗クラブ 岡部　獅央 石川 川嶋ジュニア 盛本　匠海 大阪

41 大宗クラブ 植木　陽大 石川 ピンテック 三輪　大智 愛知

42 大宗クラブ 鈴木　　旬 石川 ピンテック 川合　滉大 愛知

43 Ｄｒｅａｍ卓球 松岡　大雅 大阪 ﾋﾛﾀｸｽﾎﾟｰﾂ 田中　遥翔 広島

44 Ｄｒｅａｍ卓球 丹波　颯音 大阪

45 RISE 戸上　優空 三重

46 RISE 青木　涼駕 三重

47 PEACE 荒尾　陽里 石川

48 PEACE 川辺　大地 石川

49 仙台ジュニアクラブ 津田　豊貴 宮城

50 天王山卓球場 森田　大義 京都

第１回全国百万石オープン卓球大会小学生の部（カブ男子） 選手名簿(順不同)



チーム名 名前 備　　考 チーム名 名前 備　　考 チーム名 名前 備　　考

1 緑橋卓球場 髙田　桃花 大阪 ねや卓球クラブ 安部 まとい 岡山

2 緑橋卓球場 三舩　絆愛 大阪 かほくジュニア 塩崎　愛梨 石川

3 緑橋卓球場 吉田　早希 大阪 かほくジュニア 中村　菜月 石川

4 Y.Y　LINK 松山　聖奈 岡山 T.T彩たま 山崎　友莉 埼玉

5 Y.Y　LINK 門野　桃子 岡山 いわき卓球 遠藤　宇咲 福島

6 花鳥風GET'S　Jr 前田　来春 大阪 美崎クラブ 栗田　麻衣 岐阜

7 美唄Star Jr. 佐藤　　蘭 北海道 美崎クラブ 田中　真帆 岐阜

8 美唄Star Jr. 森　　陽葵 北海道 Crossover 浅里　綾芽 滋賀

9 フォレスト 荒川　さくら 愛知 Crossover 岡部　　詩 滋賀

10 川北ジュニア 松川　彩夏 石川 エンデバー・メイト 新田　桔子 石川

11 羽佳卓球倶楽部 村松　心菜 東京 エンデバー・メイト 宮村　杏南 石川

12 羽佳卓球倶楽部 大橋　歩美 東京 長野ラージヒルズ 森　陽菜乃 長野

13 羽佳卓球倶楽部 橋本 芽生子 東京 長野ラージヒルズ 山上 璃々花 長野

14 金ちゃん卓球 劉　　侑奈 大阪 ＪＵＰＩＣ 濵　　結月 長野

15 新発田ジュニア 嶋田　紗和 新潟 T.C　マルカワ 筒井 みなみ 岡山

16 新発田ジュニア 渡辺　菜月 新潟 内灘宮坂ジュニア 飯田　晴陽 石川

17 新発田ジュニア 浅井　桃香 新潟 内灘宮坂ジュニア 夷藤 ひまり 石川

18 新発田ジュニア 亀山　唯華 新潟 Ｋ＆Ｍジュニア 高松　美緒 東京

19 万葉ＪＴＣ 小辻　花音 福井 Ｋ＆Ｍジュニア 佐藤　　凛 埼玉

20 富貴ジュニア 山本 笑実里 愛知 松平ｽﾎﾟｰﾂ 川島　絆愛 石川

21 壱球倶楽部 中谷　　菫 京都 川嶋ジュニア 津呂橋 凛乃 大阪

22 　遠軽クラブ　 内田　百咲 北海道 川嶋ジュニア 井畑　陽菜 大阪

23 刈谷ＫＨ 矢田　菜月 愛知 TIT 髙橋　紅葉 群馬

24 フェニックス卓球クラブ 新谷　真奈 福井

25 フェニックス卓球クラブ 德永　楓奈 福井

26 岸田クラブ 安達　美音 神奈川

27 岸田クラブ 三木　梢愛 神奈川

28 米泉卓球スポーツ少年団 竹中　杏実 石川

29 米泉卓球スポーツ少年団 畑中　ひまり 石川

30 ＴＳ平松 田辺　結妃 岡山

31 ＴＳ平松 林　　彩音 岡山

32 大宗クラブ 松田　胡子 石川

33 Dream卓球 角野 央夏  大阪

34 Dream卓球 大川 凛衣奈 大阪

35 PEACE 西川　椿姫 石川

36 PEACE 西尾　愛莉 石川

37 松江ジュニアクラブ 永田　莉夏 島根

38 東濃ジュニアクラブ 大草 優希香 岐阜

39 松生TTC 榎本　咲幸 三重

40 T.C.ACE 蓬莱　美月 長野

41 育徳クラブ 坂巻　実莉 大阪

42 ＮＥＸ’ＴＡＧＥ 山根　一乃 京都

43 東名卓球ジム 日比野 七菜 愛知

44 Ｔ’ｓＺＥＲＯ＋ 日高 芙美佳 兵庫

45 戸出ジュニア 吉田　吏佐 富山

46 戸出ジュニア 金森　彩実 富山

47 グランスター 佐藤　希音 愛知

48 ねや卓球クラブ 祢屋　　楓 岡山

49 ねや卓球クラブ 穴見　紗良 岡山

50 ねや卓球クラブ 藤定　心寧 岡山

第１回全国百万石オープン卓球大会小学生の部（カブ女子） 選手名簿(順不同)



チーム名 名前 備　　考 チーム名 名前 備　　考 チーム名 名前 備　　考

1 松徳クラブ 足立　匡史 島根

2 Kami club 由比　大雅 大阪

3 スネイルズ 篠谷　泰志 北海道

4 スネイルズ 篠谷　奏太 北海道

5 卓伸クラブ 髙木　　偉 愛知

6 卓伸クラブ 髙木　　大 愛知

7 Y.Y　LINK 松山　佳聖 岡山

8 Y.Y　LINK 門野 進之介 岡山

9 久御山明伸館 谷津　一颯 京都

10 御津クラブ 髙橋　芯太 愛知

11 JFジュニア 中村　維吹 香川

12 長野JTC 加能　翔真 長野

13 Ｒ＆Ｍ 細川　桜馬 神奈川

14 YOYO TAKKYU 川口　陽向 東京

15 フェニックス卓球クラブ 清水　瑛太 福井

16 フェニックス卓球クラブ 德永　汰士 福井

17 　米泉卓球スポーツ少年団 佐藤　陽也 石川

18 多治見クラブ 土岐　百春 岐阜

19 ＳＨＩＮＥ 沓名　　輝 愛知

20 大宗クラブ 櫻井　亜蓮 石川

21 仙台大学ジュニア卓球クラブ 金　　稲実 宮城

22 RISE 梶間　琥晴 三重

23 ＪｏｙＳ 漆畑　竜芽 静岡

24 21クラブ 小林　俊晴 三重

25 ミラクル卓球クラブ 畑谷　朋和 愛知

26 天王山卓球場 森田　来義 京都

27 細江卓研 今泉　　樹 静岡

28 Ｔ’ｓＺＥＲＯ＋ 日高　幹太 兵庫

29 戸出ジュニア 福田　　惺 富山

30 グランスター 佐藤　壱多 愛知

31 ミナミラボ 萬田　晴也 福井

32 新大クラブ 籠島　勇太 新潟

33 新大クラブ 楊　　智成 新潟

34 新大クラブ 楊　　月朋 新潟

35 若狭TTC 堀田　隼佑 福井

36 穴水真名井 原田　結伍 石川

37 穴水真名井 谷　　観玄 石川

38 すずや 鈴木　瑛士 愛知

39 Practice Jr 藤永　　誉 石川

40 いわき卓球 遠藤　　伝 福島

41 竹鼻スポーツ少年団 山本　大翔 岐阜

42 美崎クラブ 栗田　廉斗 岐阜

43 長野ラージヒルズ 川嶋　琉生 長野

44 ＪＵＰＩＣ 濵　　柊哉 長野

45 TSUKATAKU 福田　　歩 山口

46 内灘宮坂ジュニア 惣田　　凪 石川

47 川嶋ジュニア 小林　勇翔 大阪

48 ALL STAR 鎌田　蒼央 兵庫

49 ピンテック 川合　祥大 愛知

50
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チーム名 名前 備　　考 チーム名 名前 備　　考 チーム名 名前 備　　考

1 羽佳卓球倶楽部 羽田　いず 東京 松平ｽﾎﾟｰﾂ 池田　絢南 石川

2 はばたキッズ 森 ななみ 大阪 松平ｽﾎﾟｰﾂ 杉本 侑俐奈 石川

3 新発田ジュニア 本間 あやめ 新潟 野原卓球クラブ 庄司 心都奈 和歌山

4 新発田ジュニア 築井　朋星 新潟

5 新発田ジュニア 泉田　紗那 新潟

6 御津クラブ 髙橋　紗優 愛知

7 小戸ヶ浦クラブ 濱多　玲奈 富山

8 壱球倶楽部 中川　　凛 京都

9 大東卓球場 岸田　美友 大阪

10 つばめジュニア 麸澤　莉愛 新潟

11 羽咋クラブJr. 松永　咲来 石川

12 国井興業 Kid's 平 鈴莉空 埼玉

13 岸田クラブ 鈴木　愛梨 神奈川

14 豊田町卓球スポーツ少年団 吉村　風花 静岡

15 Quest新潟クラブ 小松　佳楠 新潟

16 Quest新潟クラブ 片桐　新夏 新潟

17 ＴＳ平松 吉川 明日菜 岡山

18 ＴＳ平松 田辺　結和 岡山

19 大宗クラブ 渡会　梛都 石川

20 Ｄｒｅａｍ卓球 松岡　芽依 大阪

21 Ｄｒｅａｍ卓球 角野　秀夏 大阪

22 RISE 戸上　優夢 三重

23 RISE 才賀 さやの 三重

24 ＰＥＡＣＥ 川辺　実莉 石川

25 ＰＥＡＣＥ 山下　里紗 石川

26 天王山卓球場 森田　莉世 京都

27 ONE's 松吉　由奈 愛知

28 偉関TTL 小田切　椿 東京

29 偉関TTL 熊沢 結良乃 東京

30 細江卓研 西澤　乙桜 静岡

31 細江卓研 黒瀬　麻心 静岡

32 桜井塾 吉田　夏奈 長野

33 東名卓球ジム 加藤　愛梨 愛知

34 Ｔ’ｓＺＥＲＯ＋ 島　　奈緒 兵庫

35 富久山卓球クラブ 遠宮　真結 福島

36 みつのきＴＴＣ 山内　美優 愛知

37 ねや卓球クラブ 氏平　結菜 岡山

38 ねや卓球クラブ 祢屋　　梓 岡山

39 ミナミラボ 前田　みこ 福井

40 吉岡SC 立藤　姫佳 大阪

41 新大クラブ 芳賀　紬月 新潟

42 松生TTC 谷　　愛海 三重

43 うばこやまJr 阪田 紗蘭 愛知

44 丸子橋卓球スタジオ 新井　想来 神奈川

45 穂高卓研 國竹　　杏 長野

46 美崎クラブ 田中　帆華 岐阜

47 美崎クラブ 栗田　彩加 岐阜

48 Crossover 岩﨑　楓歩 滋賀

49 Ｔ．Ｔ彩たま 疋野　夏希 埼玉

50 内灘宮坂ｼﾞｭﾆｱ 八田　咲耶 石川
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