
2023東京・大阪卓球選手権　出場者名簿

2022/11/26作成
御殿場市卓球連盟

番号 種目 順位 氏名 所属 推薦理由 順位 氏名 所属 （８文字） 推薦理由

[1] 男Ｓ 1位 田中　 京太郎 静岡学園高 1位 田中　 京太郎 静岡学園高

[1] 男Ｓ 2位 藤田　哲弘 Ｅｍｂａｙ 2位 藤田　哲弘 Ｅｍｂａｙ

[1] 男Ｓ 3位 藤田　将弘 ＭＡＳＵＴＡＫＵ 3位 藤田　将弘 ＭＡＳＵＴＡＫＵ

[1] 男Ｓ 4位 松岡　佑亮 静岡学園高 4位 松岡　佑亮 静岡学園高

男Ｓ 5位 鈴木　悠生 静岡学園高

男Ｓ 6位 西山　飛鳥 メロンシェーク

[2] 女Ｓ 無条件 森田　彩音 デンソー 第56回社会人8位 無条件 森田　彩音 デンソー 第56回社会人8位

[2] 女Ｓ 1位 菅澤　柚花里 デンソー 1位 菅澤　柚花里 デンソー

[2] 女Ｓ 2位 小畑　美月 デンソー 2位 小畑　美月 デンソー

[2] 女Ｓ 3位 福田　雅子 浜松修学舎高 3位 福田　雅子 浜松修学舎高

[2] 女Ｓ 4位 中畑　夏海 デンソー 4位 中畑　夏海 デンソー

女Ｓ 5位 山田　夏花 浜松修学舎高

女Ｓ 6位 市川　日華 メロンシェーク

藤田　哲弘 Ｅｍｂａｙ 藤田　哲弘 Ｅｍｂａｙ

藤田　将弘 ＭＡＳＵＴＡＫＵ 藤田　将弘 ＭＡＳＵＴＡＫＵ

溜　大河 静岡学園高 溜　大河 静岡学園高

福光　凌大 静岡学園高 福光　凌大 静岡学園高

齋藤　輝心 浜松修学舎高 齋藤　輝心 浜松修学舎高

中谷　歩夢 浜松修学舎高 中谷　歩夢 浜松修学舎高

小畑　美月 デンソー 小畑　美月 デンソー

菅澤　柚花里 デンソー 菅澤　柚花里 デンソー

中畑　夏海 デンソー 中畑　夏海 デンソー

森田　彩音 デンソー 森田　彩音 デンソー

山田　夏花 浜松修学舎高 山田　夏花 浜松修学舎高

福田　雅子 浜松修学舎高 福田　雅子 浜松修学舎高

一杉　夢夏 日大三島高

岩月　涼伽 日大三島高

[25] 男Ｊｒ 1位 溜　大河 静岡学園高 1位 溜　大河 静岡学園高

[25] 男Ｊｒ 2位 中谷　歩夢 浜松修学舎高 2位 中谷　歩夢 浜松修学舎高

男Ｊｒ 3位 市江　優大 浜松修学舎高

男Ｊｒ 4位 齋藤　輝心 浜松修学舎高

男Ｊｒ 5位 福光　凌大 静岡学園高

男Ｊｒ 6位 小林　彪 浜松修学舎高

[26] 女Ｊｒ 1位 髙須賀好詩乃 浜松修学舎中 1位 髙須賀好詩乃 浜松修学舎中

[26] 女Ｊｒ 2位 蟹江　真花 浜松修学舎高 2位 蟹江　真花 浜松修学舎高

女Ｊｒ 3位 中西　優奈 浜松修学舎高

女Ｊｒ 4位 岩月　涼伽 日大三島高

女Ｊｒ 5位 中西　希良里 浜松修学舎中

女Ｊｒ 6位 長谷川陽那子 浜松修学舎高

[5] 男30 1位 澁谷　優一 ＭＥＬＯＮ　ＳＨＡＫＥ

[5] 男30 2位 中村　幸誠 ＺＥＲＯ

[6] 男40 1位 望月　耕二 しずおか焼津信用金庫

[6] 男40 2位 池田　周作 ドリーム

[7] 男50 1位 山田　昭仁 井上卓球

[7] 男50 2位 奥川　智彦 ＦＥＶＥＲ

[8] 男60 1位 石川　猶章 Ｎｏｒｔｈ　Ｗｉｎｄ

[8] 男60 2位 望月　孝雄 Ｎｏｒｔｈ　Ｗｉｎｄ

[9] 男65 1位 齋藤　斉 しずおか焼津信用金庫

[10] 男70 1位 吉野　勝士 さくや卓愛

[10] 男70 2位 石岡　斉 井上卓球

[11] 男75 1位 池ヶ谷登喜雄 ＦＬＩＣＫＣＬＵＢ

[15] 女30 1位 木部 沙織 宇佐美スポ少

[16] 女40 1位 望月　奈未 ＲＥＧＡＬ

[16] 女40 2位 坂田　佐知子 金曜会

[17] 女50 1位 小長井千恵子 静岡クラブ

[17] 女50 2位 湯田　薫子 ＦＬＩＣＫＣＬＵＢ

[18] 女60 1位 塩崎　千恵子 さくや卓愛

[18] 女60 2位 森　貴美子 Ｎｉｓｓｙ

[19] 女65 1位 氏原　美智子 金曜会

[20] 女70 1位 佐藤　富子 オリーブ

[20] 女70 2位 高岡　由美子 Ｎｉｓｓｙ

[20] 女70 3位 中村　和子 Ｎｉｓｓｙ

女Ｄ 無条件

[4]

[4] 第56回社会人4位

[4] 女Ｄ 2位

女Ｄ 1位

3位

[3]

[3]

男Ｄ 1位

[3]

男Ｄ 2位

男Ｄ 3位

TOKYO OPEN 2023 第75回東京卓球選手権大会 第62回大阪国際招待卓球選手権大会（全国オープン）

女Ｄ 3位

無条件 第56回社会人4位

1位

2位

1位

2位


