
【青森】 ⼭路 太陽 【岩手】 庄司 野乃佳 【栃木】 ⼤貫 重雄 【埼玉】 ⻲崎 絢 【埼玉】 佐藤 友希 【富山】 吉⽥ 吏佐
【青森】 三上 充紀 【岩手】 ⻫藤 凛空 【栃木】 平野 美恵 【埼玉】 ⻲崎 遥 【埼玉】 渡辺 壮⼤ 【富山】 正村 乃愛
【青森】 ⻑⾕川 琳 【岩手】 續⽯ 愛桜 【栃木】 ⼤貫 譲司 【埼玉】 ⻑⾕川 久雄 【埼玉】 金子　颯斗 【富山】 笹井 結⽉
【青森】 齋藤 隼 【岩手】 沼崎 帆洋 【栃木】 ⼤貫 裕美 【埼玉】 ⻑⾕川 祐⻲ 【埼玉】 金子　 【富山】 ⼤場 徳秋
【青森】 太⽥ 和⽔ 【岩手】 峠下 輝華 【栃木】 ⼤貫 瑛⼟ 【埼玉】 森下 伸⾏ 【埼玉】 関根 湊 【富山】 辻⼝ 零⼦
【青森】 宮澤 倫太 【岩手】 千⽥ ⼀華 【栃木】 岡村 雅⼦ 【埼玉】 備海 愛貴 【埼玉】 関根  【富山】 ⼭⽥ 直美
【青森】 櫛引 博登 【岩手】 藤舘 夏希 【栃木】 岡村 ⼤輔 【埼玉】 三平 武 【埼玉】 佐々木　心晴 【富山】 松本 知華
【青森】 荒⽥ 瑚和 【岩手】 ⻫藤 聖 【栃木】 ⼤柿 友彦 【埼玉】 松澤 美⽉ 【埼玉】 佐々⽊ 【富山】 神島 若奈
【青森】 ⾼松 凛 【岩手】 野⽥ 春⽃ 【栃木】 ⼤柿 凛歩 【埼玉】 橋⼝ ナミエ 【埼玉】 永⼭ 実希 【富山】 五百﨑 平
【青森】 吹⽥ ⾥奈 【岩手】 菊池 寛⼈ 【栃木】 ⼤柿 凛空 【埼玉】 橋⼝ 純⼀ 【埼玉】 津久井 透 【愛知】 柳川 傑
【青森】 ⽩⼾ 美⽻ 【岩手】 伊藤 元信 【栃木】 ⼤柿 凛⽃ 【埼玉】 野崎 直美 【埼玉】 津久井  【愛知】 神  優希
【青森】 舘⼝ 凛 【岩手】 伊藤 惠介 【栃木】 安⽣ 勝成 【埼玉】 堅⽊ 晶⼦ 【埼玉】 橋本 樹央 【愛知】 神  塁翔
【青森】 秋⽥ 莉奈 【岩手】 辻村 ⼤雅 【栃木】 安⽣ 輝良 【埼玉】 中村 ⼀夫 【埼玉】 橋本  【愛知】 太⽥ 晄實
【青森】 ⿃⾕部 由夢 【岩手】 佐藤 幸智 【栃木】 宇賀神 和之 【埼玉】 野島 祐⽣ 【埼玉】 平井 凪紗 【愛知】 蟹 有⾐名
【青森】 野⼝ ⿓華 【岩手】 佐藤 太志 【栃木】 宇賀神 春菜 【埼玉】 ⼭⼝ ⾹澄 【埼玉】 平井 杏紗 【愛知】 佐藤 貴⼤
【青森】 今 瑠希也 【岩手】 千⽥ 蒼介 【栃木】 ⼩森 智礼 【埼玉】 児⽟ 遥奈 【埼玉】 平井 春紗 【愛知】 神丸 和輝
【青森】 秋元 良太 【岩手】 吉⽥ 悠翔 【栃木】 ⼩森 陽⽃ 【埼玉】 下⽥ 芳江 【埼玉】 平井 【愛知】 河原 伊吹
【青森】 ⼯藤 海輝 【岩手】 上澤 怜愛 【栃木】 ⼩森 旭陽 【埼玉】 ⽥尻 健⼀ 【埼玉】 月井　大貴 【愛知】 鐘⽅ 彩花
【青森】 ⻑⾕川 志⽂ 【岩手】 花輪 芽依 【栃木】 松井 慎太郎 【埼玉】 菅原 良 【埼玉】 月井　尭貴 【愛知】 松枝 勇真
【青森】 舘⼝ 侑⽣ 【宮城】 伊藤 凛 【栃木】 松井 翼 【埼玉】 鈴⽊ 美和⼦ 【埼玉】 ⽉井 【愛知】 三枝 桃⼦
【青森】 ⻑内 陸 【宮城】 江⽥ 朱⾥ 【栃木】 佐藤 貴美⼦ 【埼玉】 武井 孝雄 【埼玉】 ⻫藤 柚奈 【愛知】 塚嶋 兼⼤
【青森】 橘  鉄⼼ 【宮城】 齋⽥ 琉樹 【栃木】 佐藤 紹⼼ 【埼玉】 酒井 ⼒ 【埼玉】 ⻫藤  【愛知】 川合 翔太
【青森】 ⼩笠原 颯介 【宮城】 浅野 裕磨 【栃木】 平塚 梨⾹ 【埼玉】 酒井 ⼩百合 【埼玉】 鈴⽊ 蓮 【愛知】 ⼤脇 奏⼈
【青森】 ⼩笠原 太羅 【宮城】 鈴⽊ 卓弥 【栃木】 平塚 真帆 【埼玉】 酒井 雅之 【埼玉】 鈴⽊ 【愛知】 加藤 裕貴
【青森】 ⽥中 ⾥歩 【宮城】 逸⾒ 陽哉 【埼玉】 鈴⽊ 朝夫 【埼玉】 江原 京⼦ 【埼玉】 安⽥ 熙 【愛知】 荻野 寛也
【青森】 泉原 ゆり 【宮城】 押野 紗良 【埼玉】 鈴⽊ 浩 【埼玉】 箕輪 スミエ 【埼玉】 安⽥  【愛知】 諸橋 ⼤海
【青森】 ⾼松 璃 【宮城】 ⾦澤 巧磨 【埼玉】 鈴⽊ 緑 【埼玉】 奥⼭ 節⼦ 【神奈川】 ⼭⼝ 宇宙 【愛知】 加藤 暖真
【青森】 太⽥ 美空 【宮城】 東⾕ 夏帆 【埼玉】 蓮沼 千恵⼦ 【埼玉】 我満 健⽃ 【神奈川】 伊藤 博之 【愛知】 林  盛舜
【青森】 阿保 こころ 【宮城】 澁⾕ のどか 【埼玉】 蓮沼 清 【埼玉】 ⽥辺 瞳亜 【富山】 ⼤野 祐三 【愛知】 鈴⽊ ⼤稀
【秋田】 上⽥ 遥泰 【宮城】 鈴⽊ 友莉亜 【埼玉】 蓮沼 幹之 【埼玉】 妹尾 信治 【富山】 堀  剛⽂ 【愛知】 ⽊⾦ 渉
【秋田】 豊⽥ 駿 【宮城】 中川 ⼼⾳ 【埼玉】 蓮沼 直紀 【埼玉】 ⼤塚 未来 【富山】 杉村 直⾳ 【愛知】 ⽥添輝来梨
【岩手】 中村 史⾨ 【宮城】 ⽊村 利渚 【埼玉】 蓮沼 ひかり 【埼玉】 大塚　昭彦 【富山】 堀内 慎太 【愛知】 ⽥添 琉唯
【岩手】 ⾼橋 成愛 【宮城】 福原 あい 【埼玉】 内海 ⾦寿 【埼玉】 大塚　弓子 【富山】 福⽥ 晄 【埼玉】 渡邊かほる
【岩手】 伊藤 慶信 【宮城】 五⼗嵐 花菜 【埼玉】 ⼤平 拓也 【埼玉】 小林　玲子 【富山】 福⽥ 惺 【埼玉】 神原 君⼦
【岩手】 ⽥中 皓⼤ 【宮城】 井村 謙太 【埼玉】 ⽵末 郁⼦ 【埼玉】 小林　碧斗 【富山】 藤井 百英 【埼玉】 互 陽⼦
【岩手】 伊藤 崇史 【宮城】 ⼤沼 祐輝  【埼玉】 中島 清 【埼玉】 小西　怜弥 【富山】 ⼋巻 美鈴 【埼玉】 ⼭⽥ 弘⼦
【岩手】 川原 彩絵 【宮城】 鈴⽊ 孝征 【埼玉】 奥⼭ 輝⼀ 【埼玉】 小西　 【富山】 ⼤村  功 【埼玉】 茂⽊ 順⼦
【岩手】 佐藤 柚花 【宮城】 清⽔ ⽃⿇ 【埼玉】 永野 初枝 【埼玉】 永山　紗妃 【富山】 林  秀次 【埼玉】 三村 弘⼦
【岩手】 中村 ⼼春 【宮城】 東⾕ 詩歩 【埼玉】 橋⼝ 慎吾 【埼玉】 永山　聡子 【富山】 宮野 陽⼦ 【埼玉】 五十嵐実奈子

【岩手】 松川 明椰 【宮城】 伊藤 つむぎ 【埼玉】 橋⼝ 克枝 【埼玉】 池⽥ 悠希 【富山】 ⾚尾 幸恵 【埼玉】 ⾅井 裕⼦
【岩手】 南  芹那 【宮城】 鈴⽊ ⾥⾳ 【埼玉】 橋⼝ 沙織 【埼玉】 池⽥ 麗⼦ 【富山】 ⾚尾 仁 【埼玉】 ⼤⼝由紀⼦
【岩手】 ⼭崎 柚希 【宮城】 齋⽥ 莉⼦ 【埼玉】 堅⽊ 和義 【埼玉】 秋元 美々 【富山】 森  敏之 【埼玉】 ⼩杉 温⼦
【岩手】 吉⽥ 翔太 【宮城】 ⾼橋 未歩 【埼玉】 吉⾒ 康⼆ 【埼玉】 秋元 美胡 【富山】 後藤 昇 【埼玉】 今井 敏江
【岩手】 加藤 遥⼈ 【宮城】 ⼩幡 唯菜 【埼玉】 後藤 広⼦ 【埼玉】 秋元 幹彦 【富山】 ⿃崎 さとみ 【埼玉】 ⼤畠ひろ⼦
【岩手】 南  優翔 【宮城】 泉⽥ 乃愛 【埼玉】 ⾼嶋 純⼦ 【埼玉】 秋元 三太郎 【富山】 篠島 伸彦 【埼玉】 江⼝ 和恵
【岩手】 ⾼橋 莉⼦ 【宮城】 阿部 永愛 【埼玉】 ⼭⼝ 真菜 【埼玉】 佐藤 夢芽 【富山】 宮坂 昌利 【埼玉】 千葉 正⼦
【岩手】 稲葉 理⼈ 【埼玉】 宮本 善久 【埼玉】 佐藤 琉花 【富山】 南  和彦 【埼玉】 平川

【埼玉】 早川 徹
1６団体

【栃木】 城⼭卓球クラブ  （代表・⼤貫重雄） 【埼玉】 株式会社ジュウイック（代表・塩⽥勝彦）
【栃木】 ㈲ひらのエステート（代表・平野 司） 【埼玉】 ＫＴＧクラブ    （代表・鈴⽊朝夫） 個⼈会員   ２８２名
【東京】 ⽇本卓球株式会社 （代表・今村 均） 【富山】 ⼾出ジュニア      （代表・⼤野祐三）     
【東京】 （株）タマス   （代表・⼤澤卓⼦） 【富山】 国吉卓球クラブ  （代表・⾦森 均）
【東京】 株式会社VICTAS  （代表・松下浩⼆） 【愛知】 三好クラブ       （代表・柳川 傑）     
【東京】 株式会社ヤサカ    （代表・⽮尾板孝） 【静岡】 株式会社ユニバー （代表・頼⾦督⼈）   
【東京】 株式会社Radiare （代表・平野早⽮⾹） 【兵庫】 有限会社プラウド （代表・⽟⽥圭司）   

【東京】 スティガスポーツジャパン株式会社 【岐阜】 デジックスアンドリンク（株）

令和２年度　　全国ホープス卓球後援会　会員一覧

令和３年３月３１日現在

（代表・早川 徹） （代表・安藤 功）

法　人　の　部


