
令和元年度　横浜市カデット夏季卓球大会　結果
1.日付・会場　　　令和元年　８月１９日(月)・２２日(木)　保土ヶ谷SC・横浜文化体育館

2.参加選手　　　　2,155名(一年男子819名､二年男子801名、一年女子287名､二年女子248名)

3.参加校(団体)　 ８８チーム

4.試合結果

ﾌﾞﾛｯｸ １位 ２位

第１ 石原泰洋(霧が丘) 國門雅哉(万騎が原) 中澤咲成(すすき野) 中邑大空(美しが丘)

第２ 佐藤喜(南希望が丘) 二宮葵(アンカー) 弥富喜一(永田) 武田蓮(大正)

第３ 岡本颯太郎(錦台) 濱田和優(旭北) 蓑賢澄(釜利谷) 青柳史哉(寺尾)

第４ 小野寺陸(岩崎) 鈴木照喜(共進) 坂田陽彩(谷本) 中村悠眞(サレジオ)

第５ 森井健太(丸山台) 山﨑佑真(小田) 松井俊樹(希望ヶ丘) 中古閑慧矢(都岡)

第６ 杉本拓(横浜大洋Jr) 久保田陽喜(新井) 林晃生(サレジオ) 守谷哲平(荏田南)

第７ 平瑛太(アンカー) 佐藤雄介(万騎が原) 西海樹(荏田南) 伊藤幹(今宿)

第８ 平晄太(アンカー) 松井亮(丸山台) 内田拓斗(いずみ野) 高橋功多(仲尾台)

第９ 渋谷爽空(名瀬) 久保田惺也(西金沢学園) 小関悠太(西本郷) 三田威晴(寺尾)

第１０ 白松拓馬(上の宮) 森颯一郎(小田) 北村央介(釜利谷) 濱畑友輝(旭)

第１１ 細谷光琉(錦台) 加藤拓海(栗田谷) 中重ケンデービッド(六角橋) 秋田谷琉也(末吉)

第１２ 内田惺哉(南希望が丘) 田中源一(霧が丘学園) 富永慧大(都岡) 野村周平(生麦)

第１３ 渡邉知央(笹下) 永島柊(アンカー) 加藤亮祐(万騎が原) 高橋巨樹(末吉)

第１４ 大内律杜(荏田南) 小野一眞(サレジオ) 西川新汰(今宿) 髙山優(戸塚)

第１５ 田中和志(南希望が丘) 西堀立海(六角橋) 工藤陸(都岡) 後田泰輝(アンカー)

第１６ 瀧本隼(洋光台二) 長沼我空(茅ヶ崎) 川上拓己(戸塚) 津端辰弥(本牧)

第１７ 大橋泰成(丸山台) 三田謙信(洋光台二) 曽我部春輝(谷本) 尾関大河(サレジオ)

第１８ 吉田健大(サレジオ) 栗原颯汰(都田) 原誠人(六角橋) 石井元気(岡村)

第１９ 杉下大智(アンカー) 飯田仁和(保土ヶ谷) 前田和吹(大正) 阿部裕太郎(末吉)

第２０ 永井聖人(早渕) 金澤海凪(旭北) 庄司虎太(すすき野) 時田隆生(西本郷)

第２１ 田中黎(南希望が丘) 青木将哉(保土ヶ谷) 露木要(アンカー) 瀧澤成一(豊田)

第２２ 細井展(あかね台) 伊礼門和之(西谷) マクレーン来按(大綱) 田中健梧(洋光台一)

ﾌﾞﾛｯｸ １位 ２位

第１ 勝田裕介(小田) 長谷川幸輝(南希望が丘) 大河原琉斗(関東六浦) 髙橋郁未(瀬谷)

第２ 大山輝(旭) 奥田彰人(西谷) 山城友斗(港) 佐々木碧寿(釜利谷)

第３ 小松史弥(西谷) 和田聖矢(万騎が原) 星崎裕志(東野) 甲斐颯太(美しが丘)

第４ ハビエル ジェンンリック(茅ヶ崎) 伊藤由人(西谷) 今野優杜(六角橋) 市川雄太(西本郷)

第５ 相川篤思(西谷) 厚味泰斗(東山田) 鈴木楓太(旭) 川畑快晴(左近山)

第６ 杉本大空(末吉) 東柊佑(南が丘) 端山晃(東野) 馬場奏輔(篠原)

第７ 齋藤貢輝(関東六浦) 半沢礼偉(泉が丘) 田久保輝(寺尾) 花田空(港北ジュニア)

第８ 長倉直大(生麦) 海津航洋(東野) 小林麟太郎(サレジオ) 髙野寛人(西金沢学園)

第９ 秋田賢二(寺尾) 中農悠斗(浅野) 鈴木剛太(岡津) 伊東寛太(サレジオ)

第１０ 山下慶太(釜利谷) 葛西京介(市場) 加藤スガ(南希望が丘) 村石瑛二(六角橋)

第１１ 清水海翔(茅ヶ崎) 磯大地(泉が丘) 阿部信之介(アンカー) 髙崎久弥(浅野)

第１２ 八七橋陸斗(旭) 岩見晴人(大綱) 飯島駈(錦台) 田村健吾(豊田)

第１３ 平田涼太(寺尾) 小坂拓未(万騎が原) 林健太郎(六角橋) 佐藤遼河(潮田)

第１４ 西岡祥健(西谷) 江ヶ崎春翔(釜利谷) 山﨑善友(関東六浦) 黒川拓也(奈良)

第１５ 松原蓮(釜利谷) 関本靖明(生麦) 風岡尚樹(万騎が原) 渡邉隼人(泉が丘)

第１６ 恒吉修成(左近山) 井戸川翔(新田) 片桐寛翔(関東六浦) 佐藤凱秋(東山田)

第１７ 武信創大(洋光台二) 山﨑信吾(上の宮) 小野正悟(岡村) 遠藤瑛洋(サレジオ)

第１８ 占部裕叶(寺尾) 青木空(生麦) 建野光太郎(美しが丘) 越後敦也(樽町)

第１９ 近藤快利(横浜大洋Jr) 増田蒼大(万騎が原) 山本プトゥ星哉(港南台一) 高野洸(上の宮)

第２０ 大久保有(洋光台二) 後藤大馳(西谷) 長倉伊吹(都岡) 明保能春希(東山田)

第２１ 堤雅裕(根岸) 安藤大晟(六角橋) 渡邉康介(旭) 渋倉快斗(上の宮)

第２２ 中村恒輝(茅ヶ崎) 田村直也(港) 北川琢海(釜利谷) 清水陽向(洋光台二)

ﾌﾞﾛｯｸ １位 ２位

第１ 三樹百花(原) 福林優佳(山手中華) 加藤あずさ(仲尾台) 髙井里沙子(西金沢学園)

第２ 坂本あずな(横浜大洋Jr) 青山裕奈(神奈川学園) 飯島優音(岡村) 脇屋花菜(緑が丘)

第３ 小澤真緒(岡津) 鶴見香奈子(山手中華) 島田ことり(笹下) 佐々木晴海(都岡)

第４ 小坂真歩子(岩崎) 宇野風花(六角橋) 武田歩(横浜大洋Jr) 深澤夢月(万騎が原)

第５ 宇都宮茜凜(戸塚) 牧野心々(都岡) 菊地愛々(山手中華) 長尾真妃(早渕)

第６ 山村志穂(ル・クール) 高橋佑奈(笹下) 笹嶋結菜(早渕) 冨樫理菜(港)

第７ 佐藤未飛(大正) 玉田菜々海(泉が丘) 内田羽音(横浜大洋Jr) 横山千咲(原)

第８ 手塚玲奈(六角橋) 山田由美(緑が丘) 赤穂華(小田) 坪田実和(港)

ﾌﾞﾛｯｸ １位 ２位

第１ 鈴木美羽(西本郷) 降矢みさと(万騎が原) 大西佑実(篠原) 國分心(東野)

第２ 杉本奈津希(西本郷) 安井莉音(万騎が原) 井田夕葵(末吉) 齊藤汐莉(西金沢学園)

第３ 大曽根杏那(西本郷) 金子汐生(早渕) 小倉優里(六角橋) 表夏凛(大綱)

第４ 浅見真結(万騎が原) 石井朱優(万騎が原) 河野いろは(六角橋) 中原舞由花(錦台)

第５ 林優希(西本郷) 宮本真緒(西金沢学園) 参田侑紗(万騎が原) 糸賀実貴(戸塚)

第６ 橋本彩愛(港南台一) 上田百恵(万騎が原) 森本佳葉子(大綱) 小池柚妃(釜利谷)

第７ 西島優(六角橋) 森心美(万騎が原) 石田凪(岩崎) 久保田美咲(泉が丘)
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