
令和３年度全日本社会人

令和３年度５月８日

さわやかアリーナ

男子シングルスの部

１位 藤田　将弘 (浜松いわた信金)

2 ２位 加藤　拓哉 (しずおか焼津信金)

３位 西山　飛鳥 (MELON SHAKE)

４位 大石　雄暉 (Wish)

1 2 ５位 三浦　潤 (SAMURAI)

1 ６位 山田　宗慶 (JoyS)

７位 鈴木　大樹 (ZERO)

８位 伊藤　健 (しずおか焼津信金)

９位 加藤　健太 (しずおか焼津信金)

１０位 林 勇祐 (ITSUKIクラブ)

９位１０位は試合を行っていません

2 2

2

2

1

1

9～10位決定戦
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30

(NTN磐田) 29

15 吉田　修平 (デンソー) 山田　宗慶 (JoyS)

大石　満輔 (ZERO) 28

14 大久保　翔平 (袋井クラブ) 村松　俊和

13 三浦　潤 (SAMURAI)

12 長尾　景介 (しずおか焼津信金) 伴　和樹 (デンソー) 27

11 髙栁 伸哉 (ITSUKIクラブ) 新帯　雅之 (SAMURAI) 26

加藤　拓哉 (しずおか焼津信金) 24

10 田中　友浩 (NTN磐田) 高山　修平

9 小笠原　健斗 (ZERO)

(NTN磐田) 25

8 藤田　将弘 (浜松いわた信金) 伊藤　涼真 (NTN磐田) 23

7 加藤　健太 (しずおか焼津信金) 吉田　有輝 (ＦＥＶＥＲ) 22

米澤　幸一 (浅羽クラブ) 20

6 梅原　和樹 (静卓クラブ) 伊藤　健

5 前田　凱 (SAMURAI)

(しずおか焼津信金) 21

4 西山　飛鳥 (MELON SHAKE) 大石　雄暉 (Wish) 19

3 鈴木　義亀 (ツヴァイ) 吉田　千畝 (しずおか焼津信金) 18

林 勇祐 (ITSUKIクラブ) 16

2 印宮　幸志 (NTN磐田) 柏木　翼

1 鈴木　大樹 (ZERO)

(卓親会) 17

大石　満輔 (ZERO)

(NTN磐田)

(しずおか焼津信金)

(ITSUKIクラブ)

(袋井クラブ)

印宮　幸志

加藤　健太

髙栁 伸哉

大久保　翔平

林 勇祐 (ITSUKIクラブ)

伊藤　涼真 (NTN磐田)

伴　和樹 (デンソー)



令和３年度全日本社会人

令和３年度５月８日

さわやかアリーナ

男子ダブルスの部

山田　宗慶 JoyS 河原崎　学 瀬名クラブ 長尾　景介

中村　幸誠 ZERO 橋本　一輝 ユニオンカンパニー 吉田　千畝

溝口　友希 山崎　貴司 加藤　拓哉

賀茂　伸一朗 堀内　建佑 加藤　健太

守口　達也 武藤　祐介 鈴木　大樹

吉田　修平 寺澤　正信 大石　満輔

小山　隆儀 山本　光信 伊藤　潤

山添　豊 古谷　昭夫 石川　敏也

新帯　雅之 SAMURAI 石川　猶章 田村　夕

高橋　将 袋井クラブ 1 望月　孝雄 伴　和樹

米澤　幸一 高山　修平

磯部　智昭 田中　友浩

伊藤　潤 長尾　景介

石川　敏也 吉田　千畝

秋野　邦守 田村　夕

伊藤　涼真 伴　和樹

小林　正彦 三浦　潤 SAMURAI

土屋　敦 大久保　翔平 袋井クラブ

田中　明 印宮　幸志

薮田　泰伸 村松　俊和

西村　雅裕 高木　哲也 磐田卓球協会

小笠原　健斗 賀茂　信雄 浜松いわた信金

赤堀　聡 靏岡　和彦

前田　凱 柏木　翼

西山　飛鳥 MELON SHAKE 丸屋　徹

鈴木　義亀 ツヴァイ 袴田　哲志

鈴木　清 鈴木　大樹

藤原　重利 大石　満輔

加藤　拓哉

加藤　健太

5位決定戦

山田　宗慶 JoyS

中村　幸誠 ZERO

西村　雅裕

小笠原　健斗

河原崎　学 瀬名クラブ

橋本　一輝 ユニオンカンパニー

田村　夕

伴　和樹

29

15 しずおか焼津信金

14 松崎卓球 ZERO

27

13 スズキ 28

12 SAMURAI 卓親会

25

11 ZERO 26

10 卓親会 NTN磐田

23

9 稲梓卓球 24

8 NTN磐田 デンソー

21

7 ＦＥＶＥＲ しずおか焼津信金 22

6 浅羽クラブ NTN磐田

North Wind 20

4 卓親会 松崎卓球

デンソー

ZERO

1 16

湖西クラブ 17

3 デンソー 浅羽クラブ 18

2 ISAZIクラブ

19

5

ＦＥＶＥＲ

デンソー

３位

４位

５位

しずおか焼津信金

しずおか焼津信金

１位

２位

ZERO



女子シングルスの部
１位 阿部愛莉 （デンソー）

２位 森田彩音 （デンソー）

３位 小畑美月 （デンソー）

４位 中畑夏海 （デンソー）

2 ５位 勝間田栞 (MELON SHAKE）

６位 長尾真由 （しずおか焼津信金）

７位 田中友梨 （しずおか焼津信金）

女子ダブルスの部 森田彩音
野村　萌

森田彩音 馬　克 中畑夏海

野村　萌 小畑美月 阿部愛莉

田中友梨

勝間田栞 MELON SHAKE 1 長尾真由

羽切由貴 御殿場ラビッツ 馬　克

田中友梨 中畑夏海 小畑美月

長尾真由 阿部愛莉
３位４位決定は行っていません

3 しずおか焼津信金 5 デンソー

1 デンソー 4 デンソー

2

（デンソー）

3 長尾真由 （しずおか焼津信金） 7 勝間田栞 (MELON SHAKE）

4 小畑美月 （デンソー） 8 森田彩音

（しずおか焼津信金）

1 阿部愛莉 （デンソー） 5 中畑夏海 （デンソー）

2 羽切由貴
 (御殿場ラビッ

ツ）
6 田中友梨

１位

２位

３位

４位

デンソー

デンソー

しずおか焼津信金

デンソー


