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令和２年度全日本卓球選手権大会

令和２年度１１月１日

掛川さんりーな

男子シングルス (1)

チーム名の後の数字は第一試合のコートNO及び審判員です。

12

39 手塚　大輝 (日大) 6

(湖西高)

38 小野　友寛 (静岡学園高) 77 藤田　将弘 (浜松磐田信用金庫)

37 シュワルツ 瑠依 (浜松湖北高)

6
76

松岡　駿介 (日大三島高)

12
石原　弘貴

36 渥美　友貴 (ITSUKIクラブ) 75

(浜松商業高)

35 白栁　輪 (浜松商業高) 74 髙栁　伸哉 (ITSUKIクラブ)

河田　泰樹 (静岡学園高)

34 麻生　宏樹 (清水国際高) 73 川崎　凌

33 小尾　凌太郎 (日大三島高) 72

32 濱　捺貴 (ツヴァイ) 71 建部　春久 (浜松修学舎高)

(ZERO)

31 竹内　智規 (ぬまたくクラブ) 70 谷口　友健 (浜松啓陽高)

山田　宗慶 (JoyS) 11

30 中谷　歩夢 (浜松修学舎中) 69 西村　雅裕

29 倉橋　利弥 (東京経済大) 5 68

28 高柳　佑樹 (浜松学芸高) 67 宮地　泰都

10

5
66 西田　英人 (浜松湖北高)

11
(浜松学芸高)

(浜松修学舎中)

1 7

2 8

3 9
岡田　蓮

55 須田　恵亮

27 村田　翔 (浜松修学舎中)

片倉　優瞳 (REGAL)

26 吉見　悠輝 (湖西高) 65 西田　有輝

25 中野　誠也 (清水国際高) 64

24 川島　一真 (日大三島高) 63 水島　凛 (ヤマハクラブ)

(清水国際高)

23 柴本　真吾 (静岡学園高) 62 清　港斗 (EAST4)

石井　琢真 (日大三島高)

22 吉田　ルカス (浜松啓陽高) 61 中田　純暉

21 山本　尚汰 (島田樟誠高) 60
4

9

20 稲木　晨悟 (専修大) 4 59 松本　光史 (静岡学園高) 10

(浜松修学舎中)

19 上ケ谷駿汰 (日体大) 3 58 葛西　啓功 (静岡学園高)

橋本　輝都 (浜松学芸高)

18 漆畑　努 (REGAL) 57

17 坂本　遥也 (日大三島高) 56

16 菅沼　直太郎 (清水国際高) (ぬまたくクラブ)

(静岡学園高)

15 野寄　晃一 (湖西高) 54 関谷　智樹 (浜松啓陽高)

望月　眞吾 (富士宮東高)

14 髙野　奏人 (浜松湖北高) 53 鈴木　悠生

13 鈴木　明夫 (加藤学園高) 52

12 岡本　拓実 (浜松修学舎中) 51 足立　光聖 (湖西高)

(浜松修学舎高) 8

11 鈴木　寿和 (浜松商業高) 50 高田　千輝 (日大三島高)

高溝　亮奨 (大正大)

10 板坂　眞生 (静岡学園高) 2 49 福田　亮太朗

9 鈴木　優斗 (日大三島高) 48

8 兵永　敬太 (静岡学園高) 47 辻岡　翼 (湖西高)

(島田樟誠高)

7 髙野　涼太 (するが) 46 佐野　禎治 (静岡学園高)

志村　幸紀 (浜松修学舎高)

6 望月　響 (浜松学芸高) 45 桑島　　龍

5 西尾　聡太 (浜松修学舎高) 44

4 赤堀　聡 (SAMURAI) 43 森下　奏斗 (浜松湖北高)

(浜松商業高)

3 武田　翔 (富士宮東高) 42 前田　恒希 (清水国際高)

楊　　奇真 (関西学院大) 7

2 後藤　優依斗 (浜松啓陽高) 41 杉浦　勇

1 川上　尚也 (早稲田大) 1 40



令和２年度全日本卓球選手権大会

令和２年度１１月１日

掛川さんりーな

男子シングルス (2)

(浜松修学舎中)

154 手塚　元彌 (法政大) 25

チーム名の後の数字は第一試合のコートNO及び審判員です。

115 平林　大青 (日体大) 18 153 中西　泰祐

114 馬場　大空 (静岡学園高) 152 菊地　悠太 (清水国際高)

25

(REGAL)

113 久野　渚羽 (浜松啓陽高)

18
151 丹澤　篤史 (日大三島高)

安田　宙里 (浜松啓陽高)

112 倉橋　怜哉 (浜松学芸高) 150 桑田　亮輔

111 川上　想太 (島田樟誠高) 149

110 坂田　雄斗 (浜松商業高) 148 村岡　知輝 (静岡学園高)

(ドリーム)

109 米持　悦司 (清水国際高) 147 永峰  佳麒 (ITSUKIクラブ)

西村　直 (静岡学園高) 24

108 相原　琉偉樹 (日大三島高) 146 山村　隆太

107 岩木　彩人 (浜松修学舎高) 145

24
106 岩井　柊弥 (東京経済大) 17 144 神門　煌希 (浜松学芸高)

16

23

17
105 勝又　優哉 (浜松修学舎高) 143 伊奈　玄清 (湖西高)

19

20

14

21

15

22
佐藤　駿 (浜松学芸高)

(加藤学園高)

(富士宮東高)

104 澤田　愛陽 (湖西高) 142 西山  飛鳥 (MELON SHAKE)

三浦　潤 (SAMURAI)

103 高木　想楽 (静岡学園高) 141

岡田　琉生 (浜松修学舎高)

鈴木　亨輔

102 渡邉　光瑛 (するが) 140

101 山本　勇志 (REGAL) 139

100 林田　一晋 (サワキュウTTC) 138 勝亦　楓 (日大三島高)

(日大) 23

99 出口　佳太 (浜松湖北高) 137 疋田　晃大 (浜松商業高)

北川　詠一 (中京大) 22

98 村田　隆一 (清水国際高) 136 太田　竜也

97 鈴木　笙 (静岡学園高) 16 135

(浜松商業高)

96 藤田　哲弘 (マルニシ鋼機) 15 134

95 村田　　尊 (ぬまたくクラブ) 133 藏屋　洸太

(静岡学園高)

94 髙梨　壮太 (日大三島高) 132 長谷川純平

93 鈴木　義亀 (GTC) 131

齋藤　輝心 (浜松修学舎中)

池田　伊織

92 和田　凌弥 (清水国際高) 130

(浜松湖北高)

91 豊田　峻平 (湖西高) 129 上杉　修摩 (清水国際高)

西宮　巧翔 (静岡学園高)

90 鈴木　義基 (富士宮東高) 128 山下　由陽

89 小林　彪 (浜松修学舎中) 127

20

88 大羽　陸矢 (浜松湖北高) 126 久一　玲之 (大阪経済法科大) 21

(中京学院大)

87 田中　京太郎 (静岡学園高) 14 125 遠藤　拓也 (ＦＥＶＥＲ)

須田　貴博 (静岡学園高)

86 松岡　佑亮 (静岡学園高) 124 竹内　仁人

85 杉本　誠裕 (浜松学芸高) 123

84 岩月　涼太郎 (日大三島高) 122 鈴木　琢郎 (浜松啓陽高)

120 市江　優大 (浜松修学舎中)

宮津　拓海 (浜松商業高) 121 増田　陸人 (ぬまたくクラブ)

119 髙栁  侑真 (ITSUKIクラブ)

82 望月　修太 (EAST4)

湯浅　綸玖 (日大三島高)

80 建部　芳希 (浜松修学舎中) 118 佐原　悠哉 (湖西高)
13

116 渡井　丈人士 (駒澤大) 19

79 佐々木優輔 (REGAL) 117

78 西村　星哉 (駒澤大) 13

83

81 林　勇祐 (ITSUKIクラブ)



平成２年度全日本卓球選手権大会

令和２年度１１月１日

掛川さんりーな

女子シングルス

71 馬場　麻裕 (デンソー)

チーム名の後の数字は第一試合のコートNO及び審判員です。

飯沼　遥 (日大三島高)35 小道野　結 (デンソー) 28 70

鈴木　茜 (湖西高)

34 花沢　夏琳 (ITSUKIクラブ) 69 髙林　紗椰 (浜松学芸高)

33 髙須賀好詩乃 (浜松修学舎中)

28
68

32 原田　枝里 (三島市立山田中) 67 瀧本　梨帆 (浜松修学舎高)

(富士宮東高)

31 岩月　涼伽 (T.K.B.) 66 川久　和花 (Ｌローザ)

福本　さくら (浜松修学舎中)

30 齋藤　奈月 (静岡学園高) 65 田代　穂乃花

29 小林　奈桜 (浜松修学舎中) 64

28 小楠　梨菜 (浜松学芸高) 63 鈴木　南帆 (中京学院大)

(島田樟誠高)

27 平松　愛莉 (浜松商業高) 62 山田　夏花 (浜松修学舎高)

河合　七奈 (豊田町卓球スポ少)

26 疋田　彩乃 (中京学院大) 61 青島　　紬

25 河合　伽菜 (浜松商業高) 60

29

30

27

24 疋田　芽衣 (浜松学芸高)

1 阿部　愛莉 (デンソー) 26 36 門阪　彩愛奈 (浜松修学舎高) 29

2 瓜生　さら (湖西高) 37 松野　未來 (島田樟誠高)

3 矢野　綾華 (浜松学芸高) 38 塚本　ゆき (浜松商業高)
26

4 中西　希良里 (浜松修学舎中) 39 芹澤　瑠菜 (REGAL)

5 藤田　陽菜乃 (浜松商業高) 40 前田　涼香 (成城大)

6 古屋　友唯 (日大三島高) 41 杉浦　七光 (浜松学芸高)

7 川山　裕以奈 (豊田町卓球スポ少) 42 中西　優奈 (浜松修学舎中)

8 溝口　結菜 (富士宮東高) 43 市川　心海 (静岡学園高)

9 福田　雅子 (浜松修学舎高) 44 増田　彩水 (中京学院大)

10 青島　　葵 (中京大) 45 名村　久玲愛 (清水国際高)

11 長谷川陽那子 (浜松修学舎中) 46 山田　結奈 (湖西高)

12 中嶽　樹希亜 (ジャトコ) 47 岡山　文架 (日大三島高)

13 岡野　弥咲樹 (中京学院大) 48 山﨑　愛海 (浜松修学舎高)

14 瀧井　美心 (島田樟誠高) 49 杉山　愛依 (浜松修学舎高)

15 一杉　夢夏 (ぬまたくクラブ) 50 髙橋　一花 (浜松学芸高)

16 鈴木　葉留 (浜松学芸高) 51 荒深　帆南 (浜松修学舎中)

17 駒瀬　ゆめ (浜松修学舎高) 52 松下　はな (浜松商業高)

18 大西瑚々那 (愛工大) 27 53 中畑　夏海 (デンソー) 30

19 篠田　あおい (浜松修学舎中) 54 山下　菜々美 (浜松修学舎高)

20 清　姫乃 (富士宮東高) 55 外山　日向 (sidespin)

21 奈木　くるみ (日大三島高) 56 木伏　梨々香 (静岡学園高)

22 野田　梨沙子 (湖西高) 57 吉野　愛生

23 蟹江　真花 (浜松修学舎中) 58

59 栗　のどか (中京学院大)

(浜松学芸高)

岡本　遥夏 (浜松商業高)



一般男子の部（5～8位決定戦）

勝 負 勝点 勝率 順位

1

2

3

4

試合順序

一般女子の部（5～8位決定戦）

勝 負 勝点 勝率 順位

1

2

3

4

試合順序

１位 １位

２位 ２位

３位 ３位

〃 〃

５位 ５位

６位 ６位

７位 ７位

８位 ８位

３位決定戦は行いません。

７位までが本大会に出場です。

一般女子の部順位一般男子の部順位

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- - -

- - -

- - -

- - -

氏　　　名 所　属

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- - -

- - -

- - -

- - -

氏　　　名 所　属


