
1.日付・会場　　　平成２９年　８月２1日(月)　横浜文化体育館

2.参加選手　　　　2，195名(一年男子954名､二年男子716名、一年女子295名､二年女子230名)

3.参加校(団体)　 ８５チーム

4.試合結果

ﾌﾞﾛｯｸ １位 ２位 ﾌﾞﾛｯｸ １位 ２位

第１ 本郷塁(根岸) 髙本流星(寺尾) 第１９ 野上朋輝(日本大学) 古屋慶多(泉が丘)

第２ 村山伊武希(泉が丘) 笹本光一(万騎が原) 第２０ 吉田幸太郎(港南台一) 加藤由都(東山田)

第３ 佐藤颯人(関東六浦) 松井春樹(六角橋) 第２１ 菅谷玲緒(若葉台) 鏡原徹(谷本)

第４ 村上巧成(金沢) 原口隼成(早渕) 第２２ 平野友規(南希望ケ丘) 橋本源(すすき野)

第５ 荒兼悠氏(万騎が原) 田中健士郎(港) 第２３ 内海史啓(荏田南) 北野温大(希望ヶ丘)

第６ 大村達哉(釜利谷) 德増大樹(旭) 第２４ 岩下弘泰(大綱) 石川颯人(釜利谷)

第７ 東柊佑(ルクール) 津金和樹(瀬谷) 第２５ 川口浩輝(あかね台) 島田凌(山手中華)

第８ 鈴木龍馬(日本大学) 軍司諒馬(上の宮) 第２６ 朝比奈瞭(洋光台一) 鈴木雄翔(万騎が原)

第９ 海野聖集(あかね台) 金久保龍太(南が丘) 第２７ 兪煒豪(根岸) 梶原悠希(奈良)

第１０ 大木陸(早渕) 浅野元耀(西本郷) 第２８ 須藤幹(仲尾台) 福田雄大(篠原)

第１１ 宮﨑飛隆(奈良) 萩尾大地(仲尾台) 第２９ 平田拓大(谷本) 飯田亮介(あかね台)

第１２ 鈴木駿豊(神奈川) 九鬼颯太(港南) 第３０ 小原一樹(錦台) 内田晴翔(泉が丘)

第１３ 若松惠民(左近山) 岡浜優星(緑が丘) 第３１ 猪狩友太郎(西谷) 坂口一心(早渕)

第１４ 近藤琉粋(横浜大洋ｼﾞｭﾆｱ) 奥脇大稀(港南) 第３２ 栗原大空(市が尾) 松本翔太(釜利谷)

第１５ 永田悠真(田奈) 大渕開人(泉が丘) 第３３ 松澤悠生(荏田南) 青木優斗(関東六浦)

第１６ 小野琉衣(岩井原) 村田優斗(泉が丘) 第３４ 大石和也(泉が丘) 新崎玲也(大正)

第１７ 古川羽旅(万騎が原) 中島大夢(洋光台二) 第３５ 小池飛羽(永田) 栗原空良(山手中華)

第１８ 西井知洋(若葉台) 登坂祐人(根岸) 第３６ 児山登史(旭) 森園航大(本牧)

ﾌﾞﾛｯｸ １位 ２位

第１ 小野寺幹(岡津) 艶島航(十日市場) 三𣘺𣘺一心(笹下) 堂園亮太(共進)

第２ 塚本凌平(早渕) 黒河祐希(奈良) 水田柚輝(末吉) 山縣柊(寺尾)

第３ 杉本央(戸塚) 足立真駿(中川西) 田中浩貴(寺尾) 本間勇介(日本大学)

第４ 平野晴也(左近山) 蔡啓成(山手中華) 鄭浩文(共進) 梅澤和暉(戸塚)

第５ 中村幸星(釜利谷) 田渕秀真(上の宮) 鈴木崚斗(東山田) 髙野知輝(末吉)

第６ 小林晴希(谷本) 劉哲伍(東野) 飯田遥斗(寺尾) 河合健斗(日本大学)

第７ 新倉銘(港南) 皆川一心(今宿) 間島大晴(十日市場) 大滝琉(東山田)

第８ 中野龍弥(岩崎) 榊田晴之(サレジオ学院) 中山虎之助(大綱) 浦部佳祐(戸塚)

第９ 兵頭伸(上の宮) 富田正亮(関東六浦) 吹金原貫二(万騎が原) 大石優(六角橋)

第１０ 信澤虎之助(寺尾) 木島晃大(港南台一) 津山颯(早渕) 松田優薫(いずみ野)

第１１ 相良樹彦(西本郷) 赤津裕太(岩崎) 渡邉爽太朗(大綱) 大塚大輔(港南台一)

第１２ 岡翼(泉が丘) 上坂銀士(港南) 栗田龍(樽町) 執行彬良(霧が丘)

第１３ 古田蓮(美しが丘) 田中碧(万騎が原) 杉本大地(港南台一) 草川拓己(希望ヶ丘)

第１４ 廣田祐希(西本郷) 真田蓮太(六角橋) 藤村伊織(岩崎) 大塚海斗(都田)

第１５ 近藤快利(横浜大洋ｼﾞｭﾆｱ) 角山響(西本郷) 木村雄万(港) 後藤康佑(万騎が原)

第１６ 鈴木颯太(西本郷) 田中良昌(大鳥) 石井琉楓(市場) 長島一颯(大綱)

第１７ 佐藤正悟(岡津) 永井大登(早渕) 込山大晟(岩崎) 平良陸(寺尾)

第１８ 青木瞭我(万騎が原) 米田遼矢(港南) 中村幸志郎(洋光台二) ﾑﾊｯﾏﾄﾞﾊｰﾌｨｽﾞｻｲﾌｯﾗｰ(谷本)

第１９ 津田康汰(港南台一) 埴原龍汰(末吉) 岩間慧太(市場) 砂川晴臣(西本郷)

第２０ 伊藤渉(大鳥) 大山竜輝(港南) 澤田一紬(西本郷) 草川惟織(東野)

第２１ 小島将(美しが丘) 二瓶航(六角橋) 遠藤拓希(十日市場) 落合歩夢(サレジオ学院)

第２２ 寺田和輝(寺尾) 秋本颯太(西本郷) 杉山大空(新田) 梅本嶺太(大正)

第２３ 金尾莉玖(釜利谷) 原田忠昇(大鳥) 寺西一真(岩崎) 折笠響紀(寺尾)

第２４ 丹羽空希(早渕) 三浦大輝(岡野) 豊川航平(保土ヶ谷) 前田碧斗(日本大学)

ﾌﾞﾛｯｸ １位 ２位 ﾌﾞﾛｯｸ １位 ２位

第１ 布川芽咲(ルクール) 金田実桜(あかね台) 第７ 中司千尋(上の宮) 竹内彩乃(西本郷)

第２ 鐘美蛍(山手中華) 白松彩良(上の宮) 第８ 田村優和(都田) 平賀結衣(旭北)

第３ 朝比奈果南(洋光台一) 石村アンナ(港) 第９ 藤田佳菜(西金沢) 野間愛奈(左近山)

第４ 橋本亜依(大綱) 内田琴水(丸山台) 第１０ 黄可欣(山手中華) 細谷美沙(左近山)

第５ 池田碧羽(上の宮) 渡辺玲愛(末吉) 第１１ ムフンバヤルミチカ(ルクール) 今楓華(十日市場)

第６ 久部菜々子(岩崎) 金子玲菜(釜利谷) 第１２ 井上優芽(ルクール) 上田ちひろ(瀬谷)

ﾌﾞﾛｯｸ １位 ２位

第１ 林千陽(寺尾) 中村優(釜利谷) 木田橋かなほ(岡津) 今井万里百(十日市場)

第２ 藤續葵花(六角橋) 新田雅(栗田谷) 座間美津希(十日市場) 黒木惟子(南希望が丘)

第３ 高谷銘里(山手中華) 福島彩花(十日市場) 古川愛菜(新田) 蔵本有紀(釜利谷)

第４ 塚本彩佳(岡津) 中嶋小梅(釜利谷) 山本那奈(港南) 森麻衣亜(都田)

第５ 新宅紗花(西本郷) 角田結菜(寺尾) 渡辺詩織(港南) 佐々木夏帆(十日市場)

第６ 仲こゆき(釜利谷) 荻原美雨(霧が丘) 小林めい(十日市場) 鏑木花音(笹下)

第７ 柳沢麻衣(西本郷) 阿部夏美(港南) 吉原沙織(横浜大洋ｼﾞｭﾆｱ) 菊地杏(末吉)

第８ 古橋麻子(釜利谷) 田辺美菜(丸山台) 遠藤澪(霧が丘) 榊原愛結(港南)
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平成２９年度　横浜市カデット夏季卓球大会　結果
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