
1 張本　智和 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 1 伊藤　美誠 大　阪 スターツSC
2 水谷　　隼 東　京 木下グループ 2 平野　美宇 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/大原学園

3 森薗　政崇 東　京 明治大学 3 永尾　尭子 静　岡 アスモ
4 松平　健太 東　京 木下グループ 4 石川　佳純 山　口 全農
5 渡辺　裕介 高　知 明治大学 5 松澤茉里奈 岐　阜 十六銀行
6 松平　賢二 東　京 協和発酵キリン 6 佐藤　　瞳 大　阪 ミキハウス
7 大島　祐哉 東　京 木下グループ 7 森　さくら 大　阪 日本生命
8 神　　巧也 東　京 シチズン時計 8 石垣　優香 大　阪 日本生命
9 東　京 協和発酵キリン 9 安藤みなみ 東　京 専修大学
10 藤村　友也 和歌山 日鉄住金物流 10 芝田　沙季 大　阪 ミキハウス
11 田添　健汰 東　京 専修大学 11 早田　ひな 福　岡 日本生命
12 上村　慶哉 東　京 早稲田大学 12 大矢未早希 東　京 サンリツ
13 龍崎　東寅 東　京 明治大学 13 森薗　美月 東　京 サンリツ
14 岸川　聖也 千　葉 ファースト 14 前田　美優 大　阪 日本生命
15 定松　祐輔 福　岡 中央大学 15 土井みなみ 広　島 中国電力

16 田添　　響 福　岡 専修大学 16 橋本帆乃香 大　阪 ミキハウス

水谷　　隼 早田　ひな 福　岡 日本生命
大島　祐哉 伊藤　美誠 大　阪 スターツSC
上田　　仁 梅村　優香

塩見　真希
藤村　友也 和歌山 日鉄住金物流 田代　早紀
吉村　和弘 愛　知 愛知工業大学 前田　美優
宇田　幸矢 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/大原学園 佐藤　　瞳
張本　智和 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 橋本帆乃香
丹羽　孝希 スヴェンソン 中尾　優子
酒井明日翔 明治大学 樺澤　かえ
松平　賢二
森本　耕平 宋　　恵佳
張　　一博 三宅菜津美
高木和　卓 成本　綾海
森薗　政崇 大矢未早希

渡辺　裕介 天野　　優

森薗　政崇 東　京 明治大学 1 張本　智和 東　京 JOCエリートアカデミー

伊藤　美誠 大　阪 スターツSC 2 宇田　幸矢 東　京 JOCエリートアカデミー/大原学園

軽部　隆介 シチズン時計 3 金光　宏暢 東　京 大原学園高校
松本　優希 サンリツ 4 戸上　隼輔 山　口 野田学園高校
吉村　真晴 茨　城 名古屋ダイハツ 5 手塚　崚馬 高　知 明徳義塾中・高校
石川　佳純 山　口 全農 6 浅津　碧利 東　京 JOCエリートアカデミー/帝京

大島　祐哉 木下グループ 7 濵田　一輝 愛　知 愛工大附属中学

早田　ひな 日本生命 8 宮川　昌大 山　口 野田学園高校

森田　侑樹 シチズン時計
平　侑里香 サンリツ 1 長﨑　美柚 東　京 JOCエリートアカデミー

郡山　北斗 専修大学 2 塩見　真希 大　阪 四天王寺高校
秋田佳菜子 中央大学 3 木原　美悠 東　京 JOCエリートアカデミー

張　　一博 東京アート 4 大藤　沙月 大　阪 ミキハウスJSC
森薗　美咲 日立化成 5 出雲　美空 石　川 遊学館高校
及川　瑞基 6 菅澤柚花里 大　阪 ミキハウスJSC

安藤みなみ 7 岡崎　日和 埼　玉 川口総合高校

8 千葉　菜月 石　川 遊学館高校

8 東　京 専修大学

5 東　京

6 東　京

7 東　京

2 東　京

3

4 東　京

サンリツ

7 東　京 東京アート 7 広　島 中国電力

8 東　京 明治大学 8 東　京

中国電力

ミキハウス

5 東　京 5 三　重 エクセディ

6 東　京 協和発酵キリン 6 広　島

日本生命

4 東　京 4 大　阪

東　京 協和発酵キリン 2 大　阪

3 3 大　阪

ジュニア女子シングルス

混合ダブルス

1

平成２９年度全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）　ランキング一覧

平成30年1月15日（月）～21日（日）　東京都/東京体育館

男子シングルス 女子シングルス

ジュニア男子シングルス

四天王寺高校

男子ダブルス 女子ダブルス

1 東　京 木下グループ 1

2


