平成２８年度 カデット春季卓球大会 報告
1.平成２８年 ３月２９日(火) 横浜文化体育館
2.参加選手

１，６７０名
(Ⅰ部男子：１，１２６人,女子２９３人 Ⅱ部男子：２０２人,女子４９人)

3.参加校(団体) ７８チーム
4.試合結果
１位

ﾌﾞﾛｯｸ

第１ 相川 誉(西本郷)
Ⅱ
部

男子

２位

今井 悠斗(武相)

安田 湧(関東六浦) 小山 宗徳(十日市場) 石原 一馬(永田)

第４ 泉 道人(霧が丘)

武田 涼(西本郷)

三浦 璃桜(十日市場) 山本 佳奈(霧が丘)

岩井 春樹(南が丘) 平山 昇吾(港南台一)
石澤 舞(霧が丘)

三田 優奈(十日市場)

第１ 石井 優斗(戸塚)

工藤 聖矢(万騎が原) 古川 飛羽(横浜)

原田 夢大(保土ヶ谷)

第２ 西村 行生(谷本)

シャリフ 由沙睦(緑が丘) 森口 晴都(茅ヶ崎)

伊藤 壮真(仲尾台)

第３ 菊池 凛成(岡津)

中山 智貴(サレジオ) 酒井 隆行(南が丘) 柏﨑 遥貴(緑が丘)

第４ 加賀 圭祐(大綱)

松本 大河(港南台一) 束村 晴(原)

小野寺 佑太(六角橋)

第５ 松山 玲(岩崎)

菅原 孝哉(港南台一) 渋谷 奏斗(岡津)

石川 大地(緑が丘)

第６ 松永 円士郎(あかね台) 町田 智基(緑が丘)

菅沼 勇人(東野)

第７ 北條 匠(永田)

古本 昴己(万騎が原) 角渕 圭一郎(新田)

第９ 小豆澤 陸(戸塚)

女子

石川 晴大(万騎が原) 大熊 優人(十日市場)

第３ 松井 翔(いずみ野)

納富 亮太(奈良)

第８ 川畑 凌我(左近山) 井上 椋太(新田)

Ⅰ
部

３位

第２ 市川 隼秀(中川西) 高久 凌雅(万騎が原) 戸板 太陽(十日市場) 小林 蒼佑(原)

女子

男子

３位

新田 裕樹(茅ヶ崎)

尾崎 文哉(洋光台二) 伊藤 海星(永田)

小島 悠介(浅野)
成澤 太陽(都田)
高見 諄弥(名瀬)

第１０

西村 彪雅(十日市場) 川辺 麟太郎(東山田) 大橋 勇太(栗田谷) 上田 翔太(大綱)

第１１

鈴木 拓弥(岡津)

小山 豪士(洋光台二) 夏海 輝也(本牧)

金子 雄陽(六角橋)

第１２

原 龍星(都田)

指出 樹音(あかね台) 林 崇之(谷本)

中村 碧(洋光台一)

第１３

岡本 大輝(日大)

諸橋 侑太郎(原)

白戸 太一(新田)

足立 信基(聖光)

第１４

灰田 吏毅(美しが丘) 上江洲 愛斗(茅ヶ崎) 船木 幹悦(潮田)

岩瀬 正幸(浅野)

第１５

松田 拓馬(あかね台) 藤原 航(釜利谷)

濱田 遼太郎(旭)

第１６

藤澤 駿平(保土ヶ谷) 細田 拓海(釜利谷) 笈西 優希(港)

高橋 良輔(早渕)

第１７

田邉 洸太朗(岩崎) 遠藤 智洋(サレジオ) 青木 耀平(岡村)

小林 隼太(六角橋)

第１８

巽 喜一朗(上の宮) 村上 壱成(金沢)

伊藤 太一(霧が丘) 平林 珠佑(永田)

第１９

小澤 諒真(岡津)

梅川 大河(十日市場) 大島 直希(新井)

第２０

石崎 尚輝(泉が丘) 本多 啓将(仲尾台) 川﨑 小太郎(十日市場) 中原 旬(末吉)

第２１

中家 弘斗(泉が丘) 古本 健俉(サレジオ) 白石 純也(関東六浦) 倉田 凱斗(十日市場)

第２２

大山 空翔(旭)

渕上 天遍(洋光台一) 長谷川 直也(栗田谷) 森山 昇(共進)

第２３

吉田

大辻 寛也(岩崎)

第２４

近藤 孝則(港南台一) 天野 伊織(栗田谷) 櫻花 悠斗(丸山台) 山本 優貴(永田)

莞(篠原)

高山 和基(桐蔭)

堀江 諒(サレジオ)

新開 友裕(原)

中村 健人(岩井原)

第１ 阿部 朋佳(新田)

田島 花(万騎が原) 古藤 葵(港南台一) 戸田 遥(都田)

第２ 林 汐音(栗田谷)

山田 怜奈(保土ケ谷) 髙柳 真子(岩崎)

徳島 花梨(戸塚)

第３ 花木 桃香(港南台一) 片田 彩笑(末吉)

布目 澪(十日市場) 中村 雪愛(泉が丘)

第４ 櫻井 麗亜(霧が丘)

菊池 玲央(岩崎)

郡 明日香(新田)

竹井 優奈(泉が丘)

第５ 秦 絵瑠歌(十日市場) 曽屋 きらら(霧が丘) 田辺 彩乃(戸塚)

相馬 凛咲(新田)

第６ 寺井 香穂(泉が丘)

西浦 智明(十日市場)

謝 佳媛(港)

座間 優莉(都田)

