
令和２年度　秋季市民卓球大会

（高校の部） 多摩スポーツセンター
（一般の部） 多摩スポーツセンター
（中学以下の部） 高津スポーツセンター

☆ 参加数 優勝 準優勝 第3位 第3位

廣田 雅志 秋元 要人 三井 和哉 伊藤 祐馬

(青嵐クラブ) (中原クラブ) (法卓会) (青嵐クラブ)

久保田 善之 小峰 進悟 堀籠 翔平 結縄 太介

(鶴見labo) (蒲田温泉卓球同好会) (CRONY) (高津高校)

内田 裕之 阪上 政利 松本 周

(アラフォー) (個人) (中原クラブ)

米澤 哲郎 豊島　靖 室井 正志 宍戸 隆

(中原クラブ) (松草クラブ) (富士通クラブ) (日産追浜)

平岩 健三 深田 慧一 水野 節夫

(富士通クラブ) (新川崎シティーズ) (ひまわりＴ.Ｄ)

櫻井 智枝子

(CRONY)

横田 ひかり 川名 春実

(ＴＣＢＮ) (ＴＣＢＮ)

出口 悦子 秋岡 基子

(浜川崎クラブ) (ＣＬＥＯ)

鈴木 厚子 松原 みち代

(川崎レディース) (ブルーウッズ)

長谷川 隆子 古江 寛子

(ペガサス) (グリーンクラブ)

團 結繩 竹之内 羽山

(高津高校) (高津高校) (生田東高校) (高津高校)

勝田 堀田 石川 内山

(橘高校) (橘高校) (多摩高校) (橘高校)

一般男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　Ｂ 63

令和2年12月19日
令和2年12月20日
令和2年12月26.27日

一般男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　Ａ 49

50歳以上男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 16

60歳以上男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 28

70歳以上男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 15

－

－ －

－

一般女子ｼﾝｸﾞﾙｽ　Ａ 3 －

一般女子ｼﾝｸﾞﾙｽ　Ｂ 8

５０歳以上女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 8

－

－ －

高校女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 67

高校男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 183

6０歳以上女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 11

70歳以上女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 11

－

－

－ －

－



青木　那樹 峯村　悠大 瀬山　翔大 高橋　賢人

(柿生中学) (川崎卓球ジム) (中野島中学) (川崎ジュニア)

楊　　弘毅 又賀　琉伎 中山　煌大 三橋　俊仁

(個人・富士見) (菅生中学) (川崎卓球ジム) (川崎ジュニア)

増田　瑛太 小川　昌広 今井　　佑 鈴木　湊人

(川崎ジュニア) (御幸中学) (川崎ジュニア) (川崎ジュニア)

林　　優太 田中　真人 吉川　勇輝 鈴木　魁斗

(丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ) (川崎ジュニア) (川崎ジュニア) (川中島中学)

五十嵐のぞみ 細川　柚貴 坂本　明日菜 玉𣘺　若菜

(丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ) (偉関ＴＴＬ) (Ｒ＆Ｍ) (菅生中学)

坂田　優衣 小菅　美緒 熊木　愛渚 藤島　和奏

(丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ) (向丘中学) (菅生中学) (向丘中学)

※中学生以下の記録は後日掲載

❢

Bブロック
1位　　　　　　　2位

Cブロック
1位　　　　　　　2位

Dブロック
1位　　　　　　　2位

Eブロック
1位　　　　　　　2位

Fブロック
1位　　　　　　　2位

中学生以下男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 401

Aブロック
1位　　　　　　　2位

Gブロック
1位　　　　　　　2位

中学生以下女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 192

Hブロック
1位　　　　　　　2位

Aブロック
1位　　　　　　　2位

Bブロック
1位　　　　　　　2位

Cブロック
1位　　　　　　　2位

Dブロック
1位　　　　　　　2位



令和2年度 秋季市民大会（一般）
12月20日　多摩スポーツセンター

一般男子シングルス　Ａ ※表彰ベスト４

※棄権者多数によりブロック編成変更あり

決勝

 廣田 雅志 (青嵐クラブ) 3 1  秋元 要人 (中原クラブ)

(JFE京浜) 43

25  福光 純平 (JFE京浜) 3 2  羽山 康生

1  秋元 要人 (中原クラブ) 42

24  松岡 明男 (あすなろ) 2 3  谷口 広樹

23  植松 秀仁 (鈴カステラ) 1

8 14

22  岡田 弾 (個人) 3 3  苅和野 真澄

(高津高校) 44

21  廣田 雅志 (青嵐クラブ) 1 2  三嶽 雄大13

1  石川 湧也 (鈴カステラ) 39

(法卓会) 40

(ＣＲＯＮＹ) 41

2  永田 賢治 (さぎぬまクラブ) 38

20  畑中 富昭 (富士クラブ) 2

7

19  鈴木 宏一郎 (鈴カステラ) 1

(鈴カステラ) 36

18  工藤 悠 (個人) 3 3  金髙 浩二 (あすなろ) 37

(青嵐クラブ) 35

17  小西 航 (ＣＲＯＮＹ) 2

6 12

1  田上 国広

16  島川 修一 (日産追浜) 1 2  小牧 玲雄

11

1  瀬川 善友 (JFE京浜) 33

3  清田 風樹 (鈴カステラ) 34

14  木村 達彦 (MS卓球ｸﾗﾌﾞ) 2

515  宮下 拓也 (JFE京浜) 3

13  高野 義雄 (キャノンクラブ) 3

11  古川 聖 (中原クラブ) 2

4
廣田

12  西村 知優 (たくま会) 1

31

10  小野 健史朗 (ＣＲＯＮＹ) 3 3  丸茂 亮太 (ＣＬＥＯ) 32

 山口 拓也 (JFE京浜) 30

9  峯 貴昭 (JFE京浜) 2 2  吉田 将大 (ＣＲＯＮＹ)

8  三井 和哉 (法卓会) 1

3 10

1

7  諸角 拓哉 (つづきTC) 3

6  山口 祥毅 (ちーずフォンデュ) 2

5  渡部 喜裕 (日産追浜) 1

2

9

3  小山 幸男 (中原クラブ) 26

4  松澤 透 (JFE京浜) 27

1  岡本 紘樹 (JFE京浜) 1

1
2  内田 碧 (ＣＲＯＮＹ) 2

(青嵐クラブ) 28

4  豊田 将輝 (鈴カステラ) 4 2  柿澤 慶太 (ＣＲＯＮＹ) 29

3  鈴木 幸司 (青嵐クラブ) 3 1  伊藤 祐馬



令和2年度 秋季市民大会（一般）
12月20日　多摩スポーツセンター

一般男子シングルス　Ｂ ※表彰ベスト４

※棄権者によりブロック編成変更あり

(鶴見labo)

決勝

 小峰 進悟 (蒲田温泉卓球同) 2 3  久保田 善之

61

2  一条 耕平 (ﾍﾞｲﾁｬﾚｸﾗﾌﾞ) 62

(わわわ) 60

33  石田 聡 (りばてぃ) 3 3  島田 芳宏 (新川崎ｼﾃｨｰｽﾞ)

 宮台 亮佑 (高津高校) 2

20

1  志村 祐太

3  山澤 哲 (Let'ぴんぽん) 59
31  柴崎 裕 (MS卓球クラブ) 1

1132

30  吉永 聡 (個人) 3 2

1

19

1  久保田 善之 (鶴見labo) 57

 河村 淳 (MS卓球クラブ) 58

(橘高校定時制) 56
28  田中 良平 (鶴見labo) 2

1029  武田 博行 (蒲田温泉卓球同)

27  星 智裕 (ＣＲＯＮＹ) 3 3  粕川 博18

1  前田 晃典 (ＣＲＯＮＹ) 54

(中原クラブ) 55

2  稲毛 優

25  大倉 雄也 (わわわ) 1

926  関谷 泰浩 (Let'ぴんぽん) 2

2  吉田 昌宏 (蒲田温泉卓球同) 53

(鶴見labo) 51

24  後藤 達哉 (蒲田温泉卓球同) 2 3  吉永 隆 (個人)

 石川 直輝 (ちーずフォンデュ) 3

17

1  下山 太

3  大池 穂高 (鶴見labo) 50
22  吉開 英一 (中原クラブ) 1

823

16

2  武田 裕明 (ＣＲＯＮＹ) 48

1  松本 伶 (謎の草) 49

720  筒井 敏行 (ＣＲＯＮＹ) 1

21  永沼 慶 (ﾍﾞｲﾁｬﾚｸﾗﾌﾞ) 3

52

18  福岡 拓也 (鶴見labo) 2

19  藤田 雄太 (鶴見labo) 2

16  結縄 太介 (高津高校) 1

617  星加 遼輔 (Let'ぴんぽん) 3

2  西村 治優 (たくま会) 46

3  中村 英俊 (SHIPs) 47

15

1  中井 裕太 (中原クラブ) 45

15  島貫 敬太 (橘高校定時制) 3

514  曽川 凰太 (ＣＲＯＮＹ) 2 久保田

 鈴木 康祐 (蒲田温泉卓球同)

 小野 貴志 (富士通クラブ) 2

14

2  飯塚 公規

12  八家 宏太 (青嵐クラブ) 2

13  澤田 晃佑 (蒲田温泉卓球同) 1

43

11  山田 優太 (鶴見labo) 1 4  星　裕二 (MS卓球クラブ) 44

(ＣＬＥＯ) 3

38

(鶴見labo) 38

6  橋口 賀保 (MS卓球クラブ) 2 4  長澤 弘透 (Let'ぴんぽん) 39

42

10  和田 城太朗 (たくま会) 3

4

3  岡村 龍太 (ＣＲＯＮＹ)

(鶴見labo) 41
9  小峰 進悟 (蒲田温泉卓球同) 1

1

1  村上 朝哉 (蒲田温泉卓球同) 37

5  井上 陽太 (ＣＲＯＮＹ) 1 2  藤本 望

(ちーずフォンデュ) 36

4  倉形　修基 (鶴見labo) 3

2
13

3  松本 快 (謎の草) 1 2  河東 宇宙

3  高橋 和喗 (高津高校) 40
7  小田切 学

12

1  堀籠 翔平 (ＣＲＯＮＹ) 34

3  古谷田 和樹 (ﾍﾞｲﾁｬﾚｸﾗﾌﾞ) 35

1  乗田 真広 (ＣＲＯＮＹ) 2

12  出口 幸太 (Let'ぴんぽん) 3



令和2年度 秋季市民大会（一般）
12月20日　多摩スポーツセンター

５０歳以上 男子シングルス ※表彰３位まで

※棄権者多数によりブロック編成変更あり

６０歳以上 男子シングルス ※表彰ベスト４

※棄権者多数によりブロック編成変更あり

 米澤 哲郎 (中原クラブ) 3 0  豊島 靖 (松草クラブ)

12  金子 浩史 (新ゆり卓球クラブ) 2 3

11  小泉 修一 (コスモス) 3 2  米原 紀彦4 8

1  関 益男 (個人)

(中原クラブ)

 岩井 俊昭 (SELF高津)

10  小西 徹 (ＣＬＥＯ) 1

20
8  大内 信也 (SELF高津) 2

3  市川 幸彦 (わわわ) 21
9

24

決勝

22

23

19
7  室井 正志 (富士通クラブ) 1

3
2  阿久津 学 (新ゆり卓球クラブ)7

1  宍戸 隆 (日産追浜)

 小畠 真二 (麻生卓球) 3

 橋本 保 (中原クラブ) 17

6  広田 祐次 (中高宮ｸﾗﾌﾞ) 2 3  田辺 誠 (リリーズ)

6

1  豊島 靖 (松草クラブ) 16

5  小田 宏美 (わわわ) 3 2

4  小林 有二 (中原クラブ) 1

2

14

3  井関 潤二 (個人) 3 3  会田 基博 (コスモス) 15

 中山 清司 (JFE京浜) 13

2  梶 和幸 (イ・ガルペ) 2 2  蔵五 清之 (SELF高津)

18
米澤

(中原クラブ)

1  米澤 哲郎 (中原クラブ) 1

1 5

1

3位決定

 松本 周 (中原クラブ) 3 2  肥後 友和

 内田 裕之 (アラフォー) 3 1  阪上 政利 (個人)

7  山崎 淳 (ＣＬＥＯ) 2

決勝

(個人) 14
6  中村 諭 (アプロディール) 3

 根岸 浩明 (わわわ) 13
5  内田 裕之 (アラフォー) 1

2
1  阪上 政利

11

(りばてぃ) 12

4

10
4  下山 真一 (浜川崎クラブ) 2

2  高橋 克久

3

3

1  肥後 友和 (中原クラブ)

(アラフォー)

2  青山 圭介
4

3  今井 義勝 (高津高校)

1  松本 周 (中原クラブ) 1

1
2  田邊 雄策 (キャノンクラブ)

8
3  塚本 壮一 (わわわ) 4

内田 3  中島 仁志 (わわわ) 9



令和2年度 秋季市民大会（一般）
12月20日　多摩スポーツセンター

７０歳以上 男子シングルス ※表彰３位まで

※棄権者多数によりブロック編成変更あり

一般女子シングルス　Ａ ※表彰１位

※抽選

一般女子シングルス　Ｂ ※表彰２位まで

５０歳以上 女子シングルス ※表彰２位まで

8

決勝

 秋岡 基子 (ＣＬＥＯ) 2 3  出口 悦子 (浜川崎クラブ)

(川崎ﾚﾃﾞｰｨｽ) 6

3  小田 映子 (わわわ) 4 3

⑱

2

1  出口 悦子 (浜川崎クラブ) 5

 神保 美保 (個人) 7

 (Let'ぴんぽん)

出口
1  秋岡 基子 (ＣＬＥＯ) 1

1

－  堀田 詩織 (ＣＲＯＮＹ) A

3

1

※Ａの選手はオープン試合 －

4  有上 佳苗 (麻生卓球) 3 ｷ   高岩 裕子

2 2  高橋 房子

A

1  寺澤 麻美 (ＴＣＢＮ) 2

1
3  川名 春実 (ＴＣＢＮ) 1

⑰

2  田代 京子 (京文会)

 櫻井 智枝子 (ＣＲＯＮＹ) A

決勝

 川名 春実 (ＴＣＢＮ) 2 3  横田 ひかり (ＴＣＢＮ)

 横田 ひかり (ＴＣＢＮ) 7

2  桐ヶ谷 泉 (Let'ぴんぽん) 8

4

横田 2  富里 奈央 (Let'ぴんぽん) 5

2  堀田 詩織 (ＣＲＯＮＹ)

2

1  奥野 晴美 (そよかぜ)

3  寺澤 綾

3  堀田 詩織 (ＣＲＯＮＹ)

決勝

 櫻井 智枝子 (ＣＲＯＮＹ) 3

(ＴＣＢＮ) 6
2  塩越 里織菜 (Let'ぴんぽん) 3

－  安藤 奈々 (梅屋敷卓球ｸﾗﾌﾞ)

(中原クラブ)

1  櫻井 智枝子 (ＣＲＯＮＹ)

櫻井
2  安藤 奈々 (梅屋敷卓球ｸﾗﾌﾞ)

3位決定

 水野 節夫 (ひまわりＴ.Ｄ) 3 0  井出 壮一

(コスモス) 12

決勝

 平岩 健三 (富士通クラブ) 3 2  深田 慧一 (新川崎ｼﾃｨｰｽﾞ)

(たちばなクラブ) 11

6  中沢 和雄 (コスモス) 3 3  高野 明

1  深田 慧一 (新川崎ｼﾃｨｰｽﾞ) 10

5  水野 節夫 (ひまわりＴ.Ｄ) 1 2  山田 博

4  野末 博 (麻生卓球) 2

2 4

平岩 3  窪田 悦郎 (麻生卓球) 8

3  堀江 明 (麻生卓球) 2 2

3

1  井出 壮一 (中原クラブ) 7

 宮 康二 (リリーズ) 9

1  平岩 健三 (富士通クラブ) 1

12  村松  誠 (リリーズ) 3



令和2年度 秋季市民大会（一般）
12月20日　多摩スポーツセンター

６０歳以上 女子シングルス ※表彰２位まで

７０歳以上 女子シングルス ※表彰２位まで

※棄権によりブロック編成変更あり

(ペガサス)

 浜多 シゲエ (ラビット・２) 11

決勝

 古江 寛子 (グリーンクラブ) 0 3  長谷川 隆子

 田中 純子 (ひまわりＴ，Ｄ) 9

2  小野寺 市子 (ＡＺｸﾗﾌﾞ) 10

3  荻野谷 博子 (ＡＺｸﾗﾌﾞ) 3

3

3

1

1  長谷川 隆子 (ペガサス) 7
2  古江 寛子 (グリーンクラブ) 1

長谷川 2  千明 みね子 (タム卓ｸﾗﾌﾞ) 6
1  鈴木 きよい (麻生卓球) 2

1

2

3  小川 千里 (神木クラブ) 5

 鈴木 厚子 (川崎ﾚﾃﾞｰｨｽ) 3 1  松原 みち代 (ブルーウッズ)

3  森本 恵子 (京西さくら) 11

決勝

3

2  吉永 幸子 (ストリーム) 9

1  内藤 牧子 (京文会) 10

3  月村 苑乃 (ペガサス) 2

4  古城戸 柚香 (信濃) 4

3  神山 和子 (かすみ草) 7
2  三橋 優美子 (タム卓ｸﾗﾌﾞ) 3

4

鈴木 2  梶 裕紀子 (イ・ガルペ) 6
1  鈴木 厚子 (川崎ﾚﾃﾞｰｨｽ) 1

1

2

1  松原 みち代 (ブルーウッズ) 5

 樋口 ゆき (タム卓ｸﾗﾌﾞ) 8



令和2年度 秋季市民卓球大会（高校）
12月19日　多摩スポーツセンター

男子シングルス (1)

山下② （橘） 46

2 村上② （川崎工科） 屋我①

1 羽山③ （高津）

（総合科学） 47

3 西川① （麻生総合） 中村① （武相） 48

4 須藤① (麻生） 宮台③ （高津） 49

芹田② （川崎工科） 50

6 下田① （生田東） 隅田②

5 西村① （生田東）

（橘） 51

7 岡本② （法政二） 垣内① （法政二） 52

8 板橋① （向岡工） 桂川① （向岡工） 53

金井① （多摩） 54

10  米山③  （ＮＨＫ学園） 大野①

9 小島② （橘）

（住吉） 55

11 長谷川② （多摩） 髙橋青② （生田東） 56

12 嶋② （橘） 小出① （多摩） 57

坂東② （市川崎） 58

14 馬上① （武相） 登②

13  佐藤②  （総合科学　定）

(麻生） 59

15 髙橋晴① （生田東） 山口② （橘） 60

16 星野① （法政二） 矢部③ （総合科学　定） 61

齋藤① （法政二） 62

18 齋藤玲① （百合丘） 桐生①

17 小泉① （住吉）

(幸) 63

19  佐々木①  (幸) 伊藤① （麻生総合） 64

20 守永① （高津） 土肥③ （橘　定） 65

髙橋優① （法政二） 66

22 重田② （総合科学） 横山①

21 長野② （橘）

（生田東） 67

23 田村① （法政二） 伊藤② （高津） 68

24 菅原② （高津） 木村② （法政二） 69

新谷① （橘） 70

26  三木①  （多摩） 村元①

25  鶴岡①  (幸)

(菅) 71

27 齋藤礼① （百合丘） 露木① （生田） 72

28 小川② （川崎工科） 重城① （多摩） 73

木滝① （高津） 74

30 麻生① (菅)  八木下①

29 山勢① （法政二）

 （法政二） 75

31 小山内② （住吉） 石渡① （住吉） 76

32 平塚③ （クラーク記念国際） 近沢① （川崎工科） 77

山本① （向岡工） 78

34 久保寺① （生田東） 馬場②

33 下垣内① （橘）

（生田東） 79

35 稲毛④ （橘　定）  熊谷①  (麻生） 80

36 明月② （生田東） 根本① (大師) 81

長野① （生田東） 82

38 安川① （法政二） 鎌田①

37 谷崎① （住吉）

（法政二） 83

39  小林②  （高津） 田坂① （市川崎） 84

40 鈴木② (麻生） 小林② （橘） 85

小野① （武相） 86

42 荒井① （高津） 田村②

41 梅森② （慶應義塾）

（住吉） 87

43 寺久保① （法政二） 藤井② （川崎北） 88

44  内藤②  （市川崎） 大森② （橘） 89

清水① （百合丘） 90

結縄③ （高津） 91

45 岸本② （橘）

決勝

結縄　（高津） ２　－　３ 團　(高津）



令和2年度 秋季市民卓球大会（高校）
12月19日　多摩スポーツセンター

男子シングルス (2)

（法政二） 138

93 秋山② （橘　定） 正木② （総合科学） 139

92 團① （高津） 高橋亮②

 (幸) 140

95 鈴木① （向岡工） 小田原② (麻生） 141

94 三甲野① （法政二）  坂本①

（生田東） 142

97 池田② （法政二） 七戸② （慶應義塾） 143

96 髙橋② （麻生総合） 岡田②

（高津） 144

99 田中大① （住吉） 永井① （法政二） 145

98 古賀② （生田東） 廣瀬②

（市川崎） 146

101 渡部② （橘） 金子① （生田東） 147

100 堀口① （川崎工科） 名倉②

（橘） 148

103 北川① （橘） 金田② （高津） 149

102 都染① （武相） 永島①

（橘） 150

105 舘岡② (菅) 若澤② （百合丘） 151

104 新野① （高津） 千葉①

（住吉） 152

107 高田① （生田東） 三谷① （多摩） 153

106 北川① （住吉） 田中碧①

（麻生総合） 154

109 澤村① (大師) 福井① （生田東） 155

108 櫻井① （百合丘） 上村②

 （法政二） 156

111 村谷② （総合科学） 大塚② （川崎工科） 157

110 岩佐① （生田東）  柴田①

（向岡工） 158

113 濱田② （法政二）  青木②  （川崎北） 159

112 村上① (麻生） 成田①

（橘） 160

115 立川② (菅) 丸山① （高津） 161

114 藪本② （多摩） 森②

（住吉） 162

117 平田① （生田東）  玉木①  （多摩） 163

116 田中③ （明大中野） 武石①

 （生田東） 164

119  渡邉②  （武相） 国田① （法政二） 165

118 大澤② （橘）  藤澤①

 （橘　定） 166

121 萩原① （市川崎） 小西① （高津） 167

120 西口① (麻生）  冨元①

（総合科学） 168

123 三原① （法政二） 羽鳥① （百合丘） 169

122 多田① （住吉） 高橋①

（武相） 170

125 西澤② （橘） 織笠② （橘） 171

124 南部② （向岡工） 君嶋②

（法政二） 172

127 永田① （法政二） 野村① （法政二） 173

126 藤原② （高津） 竹井①

（住吉） 174

129 小山② （橘　定） 本橋② （橘） 175

128 石岡① （生田東） 竹内①

(麻生） 176

131  竹内①  （川崎工科） 水谷① (菅) 177

130 中谷① （高津） 近野①

（高津） 178

133 福本① （桐朋） 清水① （向岡工） 179

132 横溝② （橘） 高橋③

(幸) 丹沢② （橘） 181

134 川内② （慶應義塾） 徳永②

（総合科学　定） 182

137 清水② （多摩） 竹之内① （生田東） 183

136 関② （法政二） 渡辺③

(大師) 180

135 熊谷①



令和2年度 秋季市民卓球大会（高校）
12月19日　多摩スポーツセンター

女子シングルス

決勝

勝田　（橘） ３　－　０ 堀田　（橘）

33 石川② （多摩） 柳① （多摩） 66

中郡② (高津) 67

31 服部② （洗足） 花畑② （洗足） 64

32 山田① （日本女子）  久保田①  （日本女子） 65

29 吉岡② （洗足） 鍋山② （洗足） 62

30 髙田① （住吉）  福島①  （カリタス） 63

27  昆①  （カリタス）  小川①  （カリタス） 60

28 中桐② （日本女子） 塩田① （橘） 61

25 乙川② (高津) 中村② （川崎北） 58

26  泉②  （菅） 高瀨② （住吉） 59

23 大岩① （橘） 内山① （橘） 56

24  小林①  （洗足）  服部①  （カリタス） 57

21 田中② （洗足）  佐々①  （日本女子） 54

22  秋間①  （カリタス） 二方② （洗足） 55

19 森下① （住吉） 福井① （洗足） 52

20 大木② （川崎北） 山岸① （住吉） 53

17 吉村② （川崎北）  村上②  （菅） 50

18 二階堂③ （日本女子） 中村② （生田東） 51

15 日比野① （洗足）  長田①  （洗足） 48

16 澤井① （日本女子）  田辺①  （日本女子） 49

13  池田②  (高津) 平尾① (高津) 46

14 中川① （橘） 玉橋① （川崎北） 47

11  高村①  （カリタス） 豊原① （洗足） 44

12 細野① （洗足）  小原①  （カリタス） 45

9 世良① （住吉） 秋津② （幸） 42

10 米田② （住吉） 宇佐美② （住吉） 43

7  佐々木①  （カリタス） 田中① （日本女子） 40

8 片岡① （洗足） 泉① （洗足） 41

5 島根 （日本女子） 西川① （住吉） 38

6 林① （日本女子） 大平② （市川崎） 39

3 大鶴① （幸） 福岡① （洗足） 36

4 阿部① （生田東）  村上①  （カリタス） 37

1 勝田② （橘） 堀田② （橘） 34

2 松本① （洗足）  上小路①  （日本女子） 35



令和２年度川崎市秋季市民卓球大会中学生以下の部

令和２年１２月２６日、２７日

高津スポーツセンター

男子シングルス Ａ

1

1

2

1

2

1 1

1
2

63

32 櫻井　翔馬③ (川崎ジュニア) 峯村　悠大③ (川崎卓球ジム) 64

31 ｂｙｅ ｂｙｅ

61

30 上野　　聖① (生　田) 永野　　豊① (富士見) 62

29 曾根　隆太② (　橘  ) 佐藤　翔夢② (田　島)

59

28 成吉　祐人② (宮　内) 安田　陽智① (生　田) 60

27 内藤　海城① (田　島) 樋山　常忠① (向　丘)

57

26 岸本　航弥① (柿　生) 大貫　修平② (稲　田) 58

25 山村　空遥② (富士見) 武本　朋美② (中野島)

55

24 小柴　　陸② (御　幸) 工藤　優太② (富士見) 56

23 山内　　聖① (向　丘) 佐久間 遥人① (中野島)

53

22 内山　歩夢② (稲　田) 浅井　里仁② (向　丘) 54

21 上原　日悠吾② (東高津) 小槌　渓太② (　橘  )

51

20 成川　風雅① (富士見) 佐川　友哉② (宮　内) 52

19 舩戸　貴章② (宮　内) 小岩　遼生① (柿　生)

49

18 ｂｙｅ 佐藤　匠透② (東高津) 50

17 昆野　冬哉② (中野島) 米澤　　侑② (田　島)

(向　丘) 47

16 河野　陽太② (東高津) 古谷　俊典② (宮　内) 48

15 ｂｙｅ (柿生) 豊増　一瑛①

45

14 林田　十輝弥② (　橘  ) 青木 近藤　　空② (中野島) 46

13 安田　清英② (田　島) 高野　和神② (田　島)

43

12 廣瀬　仁盛② (宮　内) 髙田　建斗② (東高津) 44

11 小林　雄流① (富士見) 大石　　昇② (稲　田)

41

10 末光　開翔① (稲　田) 山城　　陸① (御　幸) 42

9 小竹　　新② (向　丘) 金子　隼矢② (　橘  )

39

8 荻野　侑馬② (宮　内) 岡村　梨玖② (向　丘) 40

7 坂井　修真② (稲　田) 小島　諒也② (宮　内)

37

6 端場　　輝① (御　幸) 飯島　啓護① (柿　生) 38

5 永田　皓亮② (田　島) 坂本　将太① (富士見)

35

4 松本　　健① (向　丘) 徳久　翔太② (田　島) 36

3 白倉　孝哲② (中野島) 砂子　滝仁② (　橘  )

(稲　田) 33

2 ｂｙｅ ｂｙｅ 34

記　録
1 青木　那樹② (柿　生) 蛯名　雄大②



令和２年度川崎市秋季市民卓球大会中学生以下の部

令和２年１２月２６日、２７日

高津スポーツセンター

男子シングルス Ｂ

2

1
2

1

2

1

1

2

2

1

2
1

127

96 椎名　隆元② (東高津) 高橋　賢人③ (川崎ジュニア) 128

95 ｂｙｅ ｂｙｅ

125

94 中村　空恩① (富士見) 髙井　寿人② (富士見) 126

93 宮下　　漣② (中野島) 小向　敦斗② (宮　内)

123

92 關　　幹隆① (稲　田) 大沼　駿介② (御　幸) 124

91 神山　 碧翔② (宮　内) 村瀬　直輝② (田　島)

121

90 寺下　智晴② (　橘  ) 加藤　　颯② (中野島) 122

89 唐金　悠斗② (田　島) 富田　隆斗① (柿　生)

119

88 神谷　　翼② (宮　内) 野坂　明博② (　橘  ) 120

87 園田　　駿① (向　丘) 畑中　悠希② (柿　生)

117

86 大野　翔太① (田　島) 鷲尾　和人② (宮　内) 118

85 山内　凛弥① (川崎卓球ジム) 薮　陽太朗② (生　田)

115

84 平山　　蓮② (稲　田) 三好　智也② (向　丘) 116

83 高橋　昇大① (柿　生) 曽我部 桐矢① (中野島)

113

82 ｂｙｅ ｂｙｅ 114

81 小形　勝信② (富士見) 勝田　宙紀② (稲　田)

ｂｙｅ 111

80 島袋　友希② (　橘  ) 田之畑　佳伸② (　橘  ) 112

79 ｂｙｅ (中野島)

109

78 馮　　明洋① (向　丘) 瀬山 國井　晃人① (向　丘) 110

77 佐藤　輝宗② (田　島) 保科　光陽② (稲　田)

107

76 竹久　慶二② (東高津) 菅原　睦月⑤ (川崎卓球ジム) 108

75 阿部　恵土② (宮　内) 小久保　賢人② (東高津)

105

74 井口　春人① (富士見) 大浦　竣哉① (田　島) 106

73 早川　凛優② (生　田) 木下　雄晴② (中野島)

103

72 清水　彰人② (向　丘) 児玉　唯一② (宮　内) 104

71 市川　倫朋② (稲　田) 神矢　武竜② (　橘  )

101

70 工藤　　凜② (御　幸) 鈴木　悠真① (稲　田) 102

69 吉原　　献② (富士見) 宇藤　煌太② (田　島)

99

68 勝田　　宙② (田　島) 鳥居　大都① (柿　生) 100

67 武藤　凌大② (柿　生) 小野寺　希空① (富士見)

(向　丘) 97

66 ｂｙｅ ｂｙｅ 98

記　録
65 瀬山　翔大② (中野島) 鈴木　優也②



令和２年度川崎市秋季市民卓球大会中学生以下の部
令和２年１２月２６日

高津スポーツセンター

男子シングルス　Ｃ

1

1

1

1
2

1

1
1

2
1

2

2 1

2 63

32 城内　　類② (法政二) 井藤　　英② (長　沢) 64

31 ｂｙｅ ｂｙｅ

61

30 宮井　悠斗② (菅　生) 田邉　　喜① (渡　田) 62

29 品川　陽征② (長　沢) 山本　遥叶② (菅　生)

59

28 山内　琉生② (渡　田) 小俣　克海② (御　幸) 60

27 森井　海翔② (御　幸) 黒瀬　来和② (生　田)

57

26 本多　志光② (井　田) ｂｙｅ 58

25 川端　祐樹② (白　鳥) 川中　一慶② (井　田)

55

24 五藤　成章② (中　原) 寺澤　　響② (渡　田) 56

23 ｂｙｅ ｂｙｅ

53

22 平田　大晴① (菅　生) 村上　義航② (白　鳥) 54

21 細谷　賢太郎① (西高津) 西　　功暉② (法政二)

51

20 竹田　昊平② (白　鳥) 杉尾　　涼② (井　田) 52

19 東澤　吏玖② (井　田) 山本 勘平① (長　沢)

49

18 ｂｙｅ ｂｙｅ 50

17 金井　悠樹⑥ (川崎卓球ジム) 小金　優志② (中　原)

ｂｙｅ 47

16 遠藤　祈里② (井　田) 又賀　琉伎① (菅　生) 48

15 ｂｙｅ (個人)

45

14 川越　公哉① (菅　生) 楊 金子　　來② (中　原) 46

13 大島　民也① (白　鳥) 相澤　龍汰② (井　田)

43

12 重光　俊郎② (長　沢) 柳川　喜多② (長　沢) 44

11 寺坂　大翔② (渡　田) 白子　星那② (渡　田)

41

10 ｂｙｅ 守田　晶洋① (法政二) 42

9 上原　　功② (中　原) 渡邊　柊也② (白　鳥)

39

8 松村　賢治② (菅　生) 布留川　慎① (白　鳥) 40

7 原　　昇平② (中　原) 深谷　涼真② (井　田)

37

6 福井　健真② (井　田) 濱﨑　湧羽① (長　沢) 38

5 田頭　郁也② (白　鳥) 石川　尚樹② (菅　生)

35

4 清原　颯馬① (長　沢) 髙岡　隼風① (中　原) 36

3 霜田　大和① (西高津) 大原　　優① (西高津)

(生　田) 33

2 ｂｙｅ ｂｙｅ 34

記　録
1 楊　　弘毅③ (個人・富士見) 安藤　翔太②



令和２年度川崎市秋季市民卓球大会中学生以下の部

令和２年１２月２６日

高津スポーツセンター

男子シングルス Ｄ

1
1

2

2

1

2

1

1

1

1
2 1

1

1
2

1

1
2 127

96 石野　莞地② (白　鳥) 中山　煌大① (川崎卓球ジム) 128

95 ｂｙｅ ｂｙｅ

125

94 秋笹　京斗① (長　沢) 田中　智也② (御　幸) 126

93 遠山　仁翔② (井　田) 川崎　　律① (白　鳥)

123

92 王　　藝霖② (渡　田) 山城　諒太朗② (長　沢) 124

91 齊藤　壮信① (菅　生) 南　　哲太郎① (中　原)

121

90 越智　裕貴① (生　田) ｂｙｅ 122

89 鈴木　智也② (御　幸) 山口　玲遠② (渡　田)

119

88 島田　寛也① (長　沢) 古賀　淳夢① (西高津) 120

87 ｂｙｅ 中村　　翔① (長　沢)

117

86 吉岡　煌輝① (長　沢) 白井　棟護② (中　原) 118

85 森田　泰樹② (菅　生) 大久　航生② (法政二)

115

84 中村　海音② (中　原) 森下　怜亮② (白　鳥) 116

83 関　駿太朗② (井　田) 中村　来夢① (菅　生)

113

82 ｂｙｅ ｂｙｅ 114

81 八田　空斗② (法政二) 池田　　匠② (井　田)

ｂｙｅ 111

80 多田　紘人⑥ (川崎卓球ジム) 萩原　環太② (中　原) 112

79 ｂｙｅ
(卓球
ジム)

109

78 渡辺　悠力② (渡　田) 中山 野田　晋之介① (白　鳥) 110

77 阿部　哲平① (御　幸) 渡辺　大翔② (長　沢)

107

76 塚越　宣孝② (白　鳥) 山内　隼斗② (井　田) 108

75 山口　柊亮② (菅　生) 相澤　壮太① (菅　生)

105

74 ｂｙｅ ｂｙｅ 106

73 波々伯部 元成② (中　原) 田辺　　准② (法政二)

103

72 藤枝　亮太② (井　田) 有森　隆輝② (白　鳥) 104

71 ｂｙｅ ｂｙｅ

101

70 山根木　晴翔① (法政二) 横田　賢祐① (長　沢) 102

69 渡部　　輝① (長　沢) 遠西　南瑠② (渡　田)

99

68 清水　　樹② (白　鳥) 福島　優大① (中　原) 100

67 松原　　塁① (中　原) 池尻　俊輔② (井　田)

(菅　生) 97

66 ｂｙｅ ｂｙｅ 98

記　録
65 三橋　俊仁③ (川崎ジュニア) 村上　竜太①



令和２年度川崎市秋季市民卓球大会中学生以下の部

令和２年１２月２６日

高津スポーツセンター

男子シングルス Ｅ

2

1 1

2

1
1 1

2
2

1

1

1

2

1

2

1 1

1

63

32 伊藤　慶人② (玉　川) 小川　昌広② (御　幸) 64

31 ｂｙｅ ｂｙｅ

61

30 神田　　悟① (南加瀬) 佐々木　蒼斗① (住　吉) 62

29 秋田　優喜② (　菅  ) 安藤　大雅② (　菅  )

59

28 髙橋　奏音② (南河原) 寺内　清貴② (南河原) 60

27 平田 大馳② (御　幸) 鈴木　日陽② (犬　蔵)

57

26 伊藤　秀也① (平　間) 阿久津　蒼哉① (南加瀬) 58

25 上原　賢三② (　菅  ) 渡邉　官暉② (玉　川)

55

24 福井　颯大② (平　間) 尾崎　仁宣② (住　吉) 56

23 沈　　詩語① (法政二) 岩島　誠央① (犬　蔵)

53

22 大塩　陸斗① (犬　蔵) 村田　昊空① (西高津) 54

21 渥美　　諒② (住　吉) 黒澤　孝文① (南大師)

51

20 勝亦　櫂生② (南大師) 剱持　遼人② (平　間) 52

19 中村　駿太① (玉　川) 関口　　豪② (法政二)

49

18 ｂｙｅ ｂｙｅ 50

17 中原　一真② (南河原) 矢木　陽大② (　菅  )

(玉　川) 47

16 毛井　結彦② (住　吉) 渡部　智喜⑥ (DAX卓球) 48

15 ｂｙｅ (ジュニア) 磯部　元希②

45

14 西部　汰門① (犬　蔵) 増田 菊池　正那② (　菅  ) 46

13 中嶋　梗裕① (西高津) 松井　　匠② (南河原)

43

12 早田　明弘② (平　間) 横山　　大① (南大師) 44

11 今田　雄平② (　菅  ) 小石　彪翔① (住　吉)

41

10 斉藤　　塁② (法政二) 長谷川　晃太② (平　間) 42

9 山本　一輝② (南加瀬) 鎌田　昂輝② (犬　蔵)

39

8 谷岸　和弥② (南河原) 倉形　昂希② (南大師) 40

7 平林　久人① (南大師) 阿部　レオ① (犬　蔵)

37

6 鈴木　勇丸② (犬　蔵) 黒澤　竜雅① (住　吉) 38

5 木戸　俊輔① (平　間) 北澤　　結② (南加瀬)

35

4 林　　朋弥② (　菅  ) 平川　幹也① (平　間) 36

3 田中　颯人① (玉　川) 大久保　朝陽② (南河原)

(法政二) 33

2 ｂｙｅ ｂｙｅ 34

記　録
1 増田　瑛太③ (川崎ジュニア) 仙洞田　将和②



令和２年度川崎市秋季市民卓球大会中学生以下の部

令和２年１２月２６日

高津スポーツセンター

男子シングルス Ｆ

127

96 佐藤　大暉② (南大師) 鈴木　湊人③ (川崎ジュニア) 128

95 ｂｙｅ ｂｙｅ

125

94 古井　逢理② (犬　蔵) 伊藤　　翼① (南大師) 126

93 内田　康太② (南河原) 大澤　悠音② (犬　蔵)

123

92 安達　有汰② (犬　蔵) 白鳥　　廉② (　菅  ) 124

91 原　　悠人② (玉　川) 佐藤　稜晟② (南河原)

121

90 山下　悠生① (住　吉) 山本　煌惺② (平　間) 122

89 羅　　瑾志② (法政二) 吉田　剛弘② (玉　川)

119

88 関根　　翼② (南河原) 星　　秀斗② (南河原) 120

87 渋谷　祐介① (南加瀬) 青木　崇裕① (平　間)

117

86 平山　愛斗② (　菅  ) 大山  遥生② (住　吉) 118

85 笠井　拓真② (平　間) 岩舩　光成① (法政二)

115

84 亀田　　陸② (御　幸) 岩本　和也① (南大師) 116

83 指田　來夢② (　菅  ) 大保　海渡② (犬　蔵)

113

82 松田　拓夢① (住　吉) 小澤　悠己② (　菅  ) 114

81 小松　勇太② (玉　川) 崎田　晃希② (南加瀬)

(　菅  ) 111

80 盛岡　悠真② (　菅  ) 有好　颯葉② (犬　蔵) 112

79 栗田　蒼衣① (平　間) (ジュニア) 小野　栞輝②

109

78 齊藤　　航② (犬　蔵) 今井 芳野　宏太① (南加瀬) 110

77 伊藤　　陸① (南大師) 今野　　空① (玉　川)

107

76 池田　悠馬② (玉　川) 星　　龍伸① (南大師) 108

75 半井　勇真② (住　吉) 鈴木　悠太② (平　間)

105

74 小塚　優聖② (法政二) 濵田　志希② (南河原) 106

73 松井　義成⑥ (DAX卓球) 深山　寛大② (住　吉)

103

72 江森　　蓮② (南加瀬) 鈴木　　穣② (平　間) 104

71 吉田　陸史② (　菅  ) 出田　吉成② (南河原)

101

70 長沼　澄海② (南河原) 横山　柊治② (南加瀬) 102

69 水上　　隼② (犬　蔵) 石川　俊幸① (西高津)

99

68 松村　響稀① (住　吉) 倉又　　響② (御　幸) 100

67 大瀬　貴之① (平　間) 望月　渓太郎① (住　吉)

(法政二) 97

66 ｂｙｅ ｂｙｅ 98

記　録

65 今井　　佑③ (川崎ジュニア) 北尾　絢心②



令和２年度川崎市秋季市民卓球大会中学生以下の部

令和２年１２月２７日

高津スポーツセンター

男子シングルスG

2

1
2

2

1

1

1

2

1

63

32 櫻井　翔也② (南生田) 林　　優太 ⑥ (丸子橋卓球スタジオ) 64

31 ｂｙｅ ｂｙｅ

61

30 江村　一吹① (高  津) 坂田　涼太朗① (西生田) 62

29 小坂　琉伊② (日　吉) 西本　　凪② (塚　越)

59

28 藤井　幸翔① (塚　越) 小野口　開斗① (西高津) 60

27 中村　颯志① (川中島) 三好　瑠唯① (川中島)

57

26 細井　奏伶② (西生田) 西條　悠斗② (臨  港) 58

25 鈴木　隼人② (川　崎) 横山　弘治② (日　吉)

55

24 川辺　一颯② (西中原) 稲垣　翔和② (塚　越) 56

23 ｂｙｅ ｂｙｅ

53

22 関　　大海① (臨  港) 羽田　健太② (川　崎) 54

21 辻井　峻介① (日　吉) 関　　楓人② (西中原)

51

20 江口　璃音② (川中島) 浅見　一斗② (川中島) 52

19 中桐　　初① (西生田) 有里　悠登① (日　吉)

49

18 ｂｙｅ ｂｙｅ 50

17 椙山　凌平② (塚　越) 淺木　遥仁② (高  津)

ｂｙｅ 47

16 藤原　璃生② (川中島) 牛山　陽登② (西生田) 48

15 ｂｙｅ (卓球スタ
ジオ)

45

14 佐藤　遼明① (西生田) 林 鈴木　優一朗① (川中島) 46

13 本藤　理空② (西中原) 相馬　　心② (南生田)

43

12 澤中　健生① (高  津) 相澤　　歩① (高  津) 44

11 仲栄真 琉弥① (臨  港) 河本　想哉① (日　吉)

41

10 成田　悠真① (川中島) ｂｙｅ 42

9 河﨑　　遼① (西高津) 綾目　　誠② (西中原)

39

8 細川 桜馬 年長 (偉関ＴＴＬ) 石江　健琉② (川　崎) 40

7 ｂｙｅ ｂｙｅ

37

6 吉澤　尚輝② (日　吉) 中野　　空① (川中島) 38

5 青木　亮磨② (臨  港) 内田　有紀② (西中原)

35

4 伊藤　流風② (川　崎) 竹田　拓実② (高  津) 36

3 水野 将稔① (南生田) 角田　夏海② (塚　越)

(臨  港) 33

2 ｂｙｅ ｂｙｅ 34

記　録

1 田中　真人③ (川崎ジュニア) 瀬戸　えいき②



令和２年度川崎市秋季市民卓球大会中学生以下の部

令和２年１２月２７日

高津スポーツセンター

男子シングルスH

1

2

1

1

1

1

2 1

1

1

127

96 グェンニャト ナム② (川中島) 鈴木　魁斗② (川中島) 128

95 ｂｙｅ ｂｙｅ

125

94 本間　雄斗② (川　崎) 鈴木　海侠② (塚　越) 126

93 原田　優生② (西中原) 西村　　優② (西中原)

123

92 土橋　康貴② (臨  港) 岡田　蛍汰② (南生田) 124

91 室田　和希① (高  津) 大泉　　強② (日　吉)

121

90 ｂｙｅ ｂｙｅ 122

89 清水　零太② (西生田) 植木　一真② (臨  港)

119

88 洲本　航希② (西中原) 齋藤　友瑚② (高  津) 120

87 ｂｙｅ ｂｙｅ

117

86 松永 煌一朗① (高  津) 小川　涼平② (西中原) 118

85 鈴木　　翼② (臨  港) 鍛冶屋　秋② (西生田)

115

84 油田　悠月② (塚　越) 藤井　聖夜② (川中島) 116

83 桑原　海尋② (日　吉) 白戸　瑠空① (臨  港)

113

82 ｂｙｅ ｂｙｅ 114

81 関　　浩汰② (南生田) 崎野　遥輝② (川　崎)

ｂｙｅ 111

80 木村　大悟② (日　吉) 長田　宗大② (西高津) 112

79 ｂｙｅ (ジュニア)

109

78 ｂｙｅ 吉川 小松　空睦① (高  津) 110

77 下垣　佑介① (西生田) 田中　優希① (日　吉)

107

76 大塚　遼人② (川中島) 武藤　拓真② (西生田) 108

75 須山　祥成① (塚　越) 三宅　正秀① (川中島)

105

74 ｂｙｅ ｂｙｅ 106

73 星野　　翼② (西中原) 櫻庭 孝介② (南生田)

103

72 大橋　寛己② (川　崎) 嶋　　柊斗② (塚　越) 104

71 ｂｙｅ ｂｙｅ

101

70 山本　知満① (高  津) 矢野　智巳② (臨  港) 102

69 河村　圭祐① (川中島) 下平　裕次郎② (日　吉)

99

68 山中　元気② (塚　越) 岡村　　梓① (高  津) 100

67 藤田　一樹① (南生田) 松浦　大輝① (川中島)

(西中原) 97

66 ｂｙｅ ｂｙｅ 98

記　録

65 吉川　勇輝③ (川崎ジュニア) 永倉　颯太②



令和２年度川崎市秋季市民卓球大会中学生以下の部

令和２年１２月２７日

高津スポーツセンター

女子シングルスＡ

1

1

2

1

1 1
2

1

2

1
1

1 63

32 大寺　果奈子② (南河原) 梶ヶ谷　柚希② (御　幸) 64

31 ｂｙｅ ｂｙｅ

61

30 宮川　純怜① (中　原) 花﨑　さくら① (西中原) 62

29 田中　優希奈① (御　幸) 桂　有依里② (洗　足)

59

28 安田　　春① (西中原) 三好　莉央② (日　吉) 60

27 武藤 ひかり② (　菅  ) 望月　碧心② (塚　越)

57

26 ｂｙｅ ｂｙｅ 58

25 迎　　菜摘② (塚　越) 白鳥　美和② (菅　生)

55

24 内田　まどか② (日　吉) 中野　優菜② (　橘  ) 56

23 ｂｙｅ 関谷　瑞稀② (東高津)

53

22 日根　爽馨② (洗　足) 尾崎　あいら① (渡　田) 54

21 清水　　綴② (東高津) 安崎 かのん③ (洗　足)

51

20 石原　　奏① (西高津) 吉田　華菜① (西高津) 52

19 三ツ松　ルナ① (渡　田) 吉田 有那① (富士見)

49

18 ｂｙｅ ｂｙｅ 50

17 小谷　真央② (井　田) 市原　はるか② (井　田)

ｂｙｅ 47

16 菅谷　優羽② (西中原) 本松　亜美② (　菅  ) 48

15 ｂｙｅ (卓球スタ
ジオ)

45

14 平島　結惟① (渡　田) 五十嵐 湯本　紗由① (中　原) 46

13 市原　あすか② (井　田) 坂田　蒼空① (南加瀬)

43

12 森本　真由③ (洗　足) 伊丹 絢香② (　橘  ) 44

11 上井　仁奈② (　橘  ) 佃　　麻央② (洗　足)

41

10 ｂｙｅ ｂｙｅ 42

9 馬場 愛穂① (富士見) 田付　心寧② (日　吉)

39

8 泉澤　美乃里① (南生田) 米加田　寧々② (塚　越) 40

7 叶　　美希① (御　幸) ｂｙｅ

37

6 鈴木 理世① (　橘  ) 水谷　　葵② (　橘  ) 38

5 福田　はな② (日　吉) 名倉　里香② (塚　越)

35

4 片山　呼春② (洗　足) 西村　　愛① (西中原) 36

3 竹川　　結② (塚　越) 日馬　若菜① (渡　田)

(偉関ＴＴＬ) 33

2 ｂｙｅ ｂｙｅ 34

記　録
1 五十嵐のぞみ 小⑥ (丸子橋卓球スタジオ) 細川　柚貴 小③



令和２年度川崎市秋季市民卓球大会中学生以下の部

令和２年１２月２７日

高津スポーツセンター

女子シングルスＢ

2

1

1

2

1

1 2

1

1

1

12896 坂本　明日菜④ (Ｒ＆Ｍ) 玉𣘺　若菜② (菅　生)

126

95 ｂｙｅ ｂｙｅ 127

94 木村　　友② (塚　越) 片野　莉亜① (御　幸)

124

93 榎本　眞子① (　橘  ) 冨塚　　直② (塚　越) 125

92 馬立　紗矢子② (井　田) 渡邊　日菜乃② (　橘  )

122

91 花村  千春② (　菅  ) 清田　瑞月② (洗　足) 123

90 新井　想来 幼 (丸子橋卓球スタジオ) 中村　杏菜② (東高津)

120

89 佐藤　結心② (日　吉) 平山　美月② (　菅  ) 121

88 佐藤　那南② (西中原) 横田　ひなの① (西高津)

118

87 ｂｙｅ ｂｙｅ 119

86 平山　結菜① (御　幸) 吉野　めい② (日　吉)

116

85 伊藤　　優③ (洗　足) 笠原　知香① (西中原) 117

84 渡辺　心咲② (東高津) 熊田　凛夏① (渡　田)

114

83 村田　芽愛① (日　吉) 大鳥　満里奈② (　橘  ) 115

82 ｂｙｅ ｂｙｅ

112

81 塚田　真子② (中　原) 金子　美咲③ (洗　足) 113

80 藤野　朝美② (東高津) 松永　希美② (井　田)

(洗　足) 110

79 ｂｙｅ (Ｒ＆Ｍ) ｂｙｅ 111

78 板橋　真理② (　橘  ) 坂本 三輪　彩花③

77 渡邉　いちこ② (井　田) 横山　　佳② (南河原) 109

107

76 齊藤　実和① (富士見) 藤森　美咲① (富士見) 108

75 後藤　桜子① (西中原) 川野辺　まりん① (渡　田)

105

74 鶴見　陽菜① (渡　田) 増川　穂乃花② (日　吉) 106

73 一色　千佳③ (洗　足) 今井　星奈② (塚　越)

103

72 李　　菲② (川　崎) 吉田　紗季① (南加瀬) 104

71 佐藤　　茜① (御　幸) ｂｙｅ

101

70 島津　侃実② (塚　越) 大友　彩楓① (西中原) 102

69 間瀬　陽茉莉② (日　吉) 山田　里奈② (塚　越)

99

68 矢野　智美② (洗　足) 山口　遥陽① (中　原) 100

67 井田　真咲① (西中原) 石川　ひなの② (　橘  )

(南河原) 97

66 ｂｙｅ ｂｙｅ 98

記　録
65 藤井　奏心② (　橘  ) 小林　桃花②



令和２年度川崎市秋季市民卓球大会中学生以下の部

令和２年１２月２７日

高津スポーツセンター

女子シングルスＣ

2

2

2

1

1

2

2

1
1

64

ｂｙｅ ｂｙｅ 63

32 吉田　　凛② (中野島) 佐々木　心愛② (宮　崎)

61

30 西村　文伽① (西生田) 石田　結郁① (高  津) 62

31

29 関根　未来① (田　島) 玉井　菜々子② (犬　蔵)

28 松村　百華② (住　吉) 高橋　実菜実① (川中島) 60

ｂｙｅ 58

27 武笠　瑠衣① (高  津) 天田　　葵① (白　鳥) 59

末永　陽菜② (川中島) 春山　恵真③ (日本女) 57

26 関本　佳音③ (日本女)

55

24 萬徳　美紀② (南大師) 磯谷　姫美華② (住　吉) 56

25

23 ｂｙｅ ｂｙｅ

22 石川　友望② (向　丘) 岡本 沙也子① (中野島) 54

(向　丘) 52

21 都鳥　萌果① (柿　生) 森　　真純② (稲　田) 53

房枝　玲奈① (富士見) 菊地　冬華① (高  津) 51

20 野村　真央② (稲　田) 大澤　希実恵②

49

18 ｂｙｅ ｂｙｅ 50

19

17 森下　　楓② (犬　蔵) 流　　一葉② (玉　川)

16 青木　真智子② (稲　田) 河口　莉子② (西生田) 48

46

15 ｂｙｅ (卓球スタ
ジオ) ｂｙｅ 47

14 井上　実咲季① (高  津) 坂田 山田　真優希① (住　吉)

(富士見) 44

13 東海林　咲貴② (中野島) 小池　凛子② (高  津) 45

小菅　美貴② (西生田) 馬込　想菜② (犬　蔵) 43

12 柏田　結憂① (柿　生) 福泉　明日香①

41

10 ｂｙｅ ｂｙｅ 42

11

(平　間) 岸田　彩花② (白　鳥) 40

9 山本　　葵③ (日本女) 新村　咲友② (宮　内)

(柿　生) 38

7 髙橋　菜花① (稲　田) 39

8 世良 小春①

新行内　琴葉② (白　鳥) 福島　　紬② (南大師) 37

6 川合　花琳② (中野島) 鈴木　みゆ①

35

4 吉本　佳納① (住　吉) 前田　佳穂② (中野島) 36

5

3 庄司　夏妃① (川中島) 三田　彩楓① (稲　田)

2 ｂｙｅ ｂｙｅ 34

記　録
1 坂田　優衣 小⑤ (丸子橋卓球スタジオ) 小菅　美緒① (向　丘) 33



令和２年度川崎市秋季市民卓球大会中学生以下の部

令和２年１２月２７日

高津スポーツセンター

女子シングルスＤ

1 2

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1 1

2 1

12896 木原　実花② (住　吉) 的場　結生③ (日本女)

126

95 ｂｙｅ ｂｙｅ 127

94 秋山　小百合② (西生田) 鈴木　実咲② (中野島)

124

93 長谷川　結菜① (川中島) 間島　菜那① (高  津) 125

92 池上　明日菜① (田　島) 林　　成美② (犬　蔵)

122

91 平間 琉花① (犬　蔵) 芝沼　結衣② (稲　田) 123

90 ｂｙｅ 田中　麻梨① (柿　生)

120

89 澤田　花歩② (稲　田) 小島　優奈② (西生田) 121

88 藤島　和奏② (向　丘) 小川　るあ② (宮　内)

118

87 ｂｙｅ ｂｙｅ 119

86 甲斐　虹夏① (南大師) 石塚　桃香② (向　丘)

116

85 宮部　櫻子③ (日本女) 平野　有彩② (中野島) 117

84 藤井　莉鈴② (中野島) 飯塚　眞優② (白　鳥)

114

83 麻生　英恵① (高  津) 道村　結花里① (住　吉) 115

82 ｂｙｅ ｂｙｅ

112

81 土川　真歩① (富士見) 大塚　優菜② (川中島) 113

80 嶋田　晴日② (中野島) 熊木　愛渚② (菅　生)

(西生田) 110

79 ｂｙｅ (菅生) ｂｙｅ 111

78 飯田　結衣① (南大師) 熊木 塚田 悠月②

108

77 谷口　あずな② (稲　田) 石井　　華① (川中島) 109

76 星野　　椋① (柿　生) 宇留野　笑莉① (平　間)

106

75 佐々木　翠② (玉　川) 藤倉　寧々花① (白　鳥) 107

74 ｂｙｅ ｂｙｅ

104

73 國安　瑠莉子③ (日本女) 土肥　美紗子② (高  津) 105

72 始関　恵生① (平　間) 伊藤　　華② (南大師)

102

71 森田 真由① (中野島) ｂｙｅ 103

70 支倉　清乃① (犬　蔵) 阪田　　翠① (中野島)

100

69 ｂｙｅ 米田  姫乃① (富士見) 101

68 松井　美空① (高  津) 吉留　百香① (稲　田)

98

67 小金澤 玲捺音① (向　丘) 光常　愛美① (住　吉) 99

66 ｂｙｅ ｂｙｅ

記　録
65 飯草　美桜② (白　鳥) 坂田　光羽 小③ (丸子橋卓球スタジオ) 97


