
全日本選手権（一般・ジュニア・カデット・ホープス・カブ・バンビ）男子ランキング推移①（1999年度〜2006年度）

一般2000 一般2001 一般2002 一般2003 一般2004 一般2005 一般2006 一般2007

1 渋谷　　浩 神奈川 日産自動車 偉関　晴光 熊　本 ラララ 松下　浩二 大　阪 ミキハウス 松下　浩二 大　阪 ミキハウス 偉関　晴光 静　岡 健勝苑浜松 吉田　海偉 神奈川 日産自動車 吉田　海偉 神奈川 日産自動車 水谷　　隼 青　森 青森山田高校 1

2 偉関　晴光 熊　本 ラララ 松下　浩二 大　阪 ミキハウス 偉関　晴光 熊　本 ラララ 木方慎之介 東　京 協和発酵 新井　　周 大　阪 グランプリ 偉関　晴光 東　京 健勝苑 松下　浩二 大　阪 グランプリ 吉田　海偉 神奈川 日産自動車 2

3 松下　浩二 大　阪 ミキハウス 真田　浩二 愛　知 愛知工業大学 倉嶋　洋介 東　京 協和発酵 遊澤　　亮 東　京 東京アート 松下　浩二 大　阪 ミキハウス 岸川　聖也 宮　城 仙台育英学園高 倉嶋　洋介 東　京 協和発酵 田﨑　俊雄 東　京 協和発酵 3

4 木方慎之介 東　京 明治大学 木方慎之介 東　京 明治大学 遊澤　　亮 東　京 東京アート 倉嶋　洋介 東　京 協和発酵 吉富　永剛 京　都 健勝苑 加山　兵伍 大　阪 グランプリ 坂本　竜介 青　森 青森大学 大矢　英俊 青　森 青森山田高校 4

5 鬼頭　　明 京　都 健勝苑京都 三田村宗明 青　森 青森大学 鬼頭　　明 京　都 健勝苑 偉関　晴光 東　京 健勝苑 三田村宗明 青　森 青森大学 高志　　亮 神奈川 日産自動車 大森　隆弘 東　京 東京アート 木方慎之介 東　京 協和発酵 5

6 遊澤　　亮 東　京 東京アート 田﨑　俊雄 東　京 協和発酵 三田村宗明 青　森 青森大学 新井　　周 大　阪 グランプリ 高志　　亮 神奈川 日産自動車 三田村宗明 青　森 健勝苑ＡＹＳＣ 渡辺　将人 東　京 シチズン時計 偉関　晴光 東　京 TEAM JUIC 6

7 三田村宗明 青　森 青森山田高校 倉嶋　洋介 東　京 協和発酵 大森　隆弘 東　京 東京アート 三田村宗明 青　森 青森大学 遊澤　　亮 東　京 東京アート 高木和　卓 青　森 青森山田高校 水谷　　隼 青　森 青森山田高校 横山　友一 青　森 青森大学 7

8 野平　直孝 京　都 健勝苑京都 徳村　智彦 東　京 協和発酵 渡辺　将人 東　京 シチズン時計 竹谷　康一 神奈川 日産自動車 倉嶋　洋介 東　京 協和発酵 倉嶋　洋介 東　京 協和発酵 三原　孝博 神奈川 日産自動車 下山　隆敬 東　京 早稲田大学 8

9 徳村　智彦 東　京 協和発酵 谷口　陽一 和歌山 和歌山銀行 真田　浩二 東　京 Ｋ．Ｔ．Ｔ．Ｃ 真田　浩二 東　京 協和発酵 加山　兵伍 大　阪 グランプリ 谷口　祐二 東　京 シチズン時計 大矢　英俊 青　森 青森山田高校 岸川　聖也 東　京 スヴェンソン 9

10 矢島　淑雄 東　京 東京アート 遊澤　　亮 東　京 東京アート 小堀　守彦 東　京 中央大学 加山　兵伍 大　阪 グランプリ 大森　隆弘 東　京 東京アート 大森　隆弘 東　京 東京アート 高木和　卓 青　森 青森山田高校 高木和健一 青　森 青森大学 10

11 松下　英司 東　京 協和発酵 大野　　勇 長　野 内田工業 田﨑　俊雄 東　京 協和発酵 羽賀慎一郎 高　知 早稲田大学 真田　浩二 東　京 協和発酵 田﨑　俊雄 東　京 協和発酵 横山　友一 青　森 青森山田高校 加山　兵伍 大　阪 グランプリ 11

12 青山　振一 滋　賀 びわこ銀行 鬼頭　　明 京　都 健勝苑 大野　　勇 長　野 内田工業 渡邊　隆司 東　京 中央大学 水谷　　隼 青　森 青森山田中 大矢　英俊 青　森 青森山田高校 松平　賢二 青　森 青森山田高校 松平　健太 青　森 青森山田中学校 12

13 高志　　亮 神奈川 日産自動車 今枝　一郎 神奈川 日産自動車 木方慎之介 東　京 協和発酵 大森　隆弘 東　京 東京アート 三原　孝博 神奈川 日産自動車 木方慎之介 東　京 協和発酵 加山　兵伍 大　阪 グランプリ 坂本　竜介 青　森 青森大学 13

14 高橋　卓斗 東　京 専修大学 渡辺　将人 東　京 シチズン時計 熊田　智幸 京　都 同志社大学 坂本　竜介 青　森 青森山田高校 渋谷　　浩 神奈川 日産自動車 松下　浩二 大　阪 ミキハウス 松平　健太 青　森 青森山田中学校 坪口　道和 青　森 青森大学 14

15 石井　健吾 東　京 東京アート 大森　隆弘 東　京 早稲田大学 松下　英司 東　京 協和発酵 渡辺　将人 東　京 シチズン時計 高森　英郎 岡　山 教友会 高森　英郎 岡　山 教友会 高志　　亮 神奈川 日産自動車 渡辺　将人 東　京 シチズン時計 15

16 黒川　良紀 埼　玉 埼玉工業大学 青山　振一 滋　賀 びわこ銀行 高志　　亮 神奈川 日産自動車 渋谷　　浩 神奈川 日産自動車 河原　祐二 東　京 シチズン時計 徳村　智彦 東　京 協和発酵 岸川　聖也 宮　城 仙台育英学園高校 倉嶋　洋介 東　京 協和発酵 16

ジュニア2000 ジュニア2001 ジュニア2002 ジュニア2003 ジュニア2004 ジュニア2005 ジュニア2006 ジュニア2007

1 坂本　竜介 青　森 青森南中学校 高木和健一 青　森 青森山田高校 高木和健一 青　森 青森山田高校 岸川　聖也 宮　城 仙台育英秀光中 水谷　　隼 青　森 青森山田中学校 高木和　卓 青　森 青森山田高校 水谷　　隼 青　森 青森山田高校 水谷　　隼 青　森 青森山田高校 1

2 岸川　一星 京　都 東山高校 中野　祐介 京　都 東山高校 時吉　佑一 京　都 東山高校 時吉　佑一 京　都 東山高校 横山　友一 青　森 青森山田高校 水谷　　隼 青　森 青森山田中学校 高木和　卓 青　森 青森山田高校 松平　賢二 青　森 青森山田高校 2

3 川崎　公介 青　森 青森山田高校 森田　有城 青　森 青森山田高校 岸川　聖也 福　岡 レオクラブ 高木和　卓 青　森 青森山田中学 水野　裕哉 宮　城 仙台育英学園高校 横山　友一 青　森 青森山田高校 松平　健太 青　森 青森山田中学校 高岡諒太郎 東　京 実践学園高校 3

4 白神　宏佑 岡　山 関西高校 村守　　実 青　森 青森南中学校 小山　武典 福　岡 柳川高校 村守　　実 青　森 青森山田高校 高木和　卓 青　森 青森山田中学校 大矢　英俊 青　森 青森山田高校 大矢　英俊 青　森 青森山田高校 甲斐　義和 大　分 明豊高校 4

5 羽賀慎一郎 高　知 明徳義塾高校 坂本　竜介 青　森 青森山田高校 田中　満雄 青　森 東奥学園高校 水野　裕哉 宮　城 仙台育英学園 塩野　真人 埼　玉 狭山ヶ丘高校 松平　健太 青　森 青森山田中学校 松平　賢二 青　森 青森山田高校 上田　　仁 青　森 青森山田中学校 5

6 山城　譲二 福　岡 柳川高校 村田　雄平 東　京 実践学園高校 原　　雅彦 青　森 青森山田高校 下山　隆敬 大　阪 大阪桐蔭高校 照井　雄太 兵　庫 滝川第二高校 池田　和正 静　岡 清水国際高校 池田　和正 静　岡 清水国際高校 松平　健太 青　森 青森山田中学校 6

7 高木和健一 青　森 青森南中学校 岸川　一星 京　都 東山高校 森田　有城 青　森 青森山田高校 小野　竜也 宮　城 仙台育英学園 清水　康充 東　京 実践学園高校 軽部　隆介 宮　城 仙台育英学園高校 渡井　伯和 静　岡 清水国際高校 笠原　弘光 京　都 東山高校 7

8 森田　有城 青　森 青森南中学校 原　　雅彦 青　森 青森山田高校 阿部　一博 東　京 実践学園高校 白神　俊佑 岡　山 関西高校 坂本　一樹 大　阪 上宮高校 松竹　紀昭 愛　知 愛工大名電高校 甲斐　義和 大　分 明豊高校 佐藤　　慧 大　阪 上宮高校 8

14歳以下1999 14歳以下2000 14歳以下2001 14歳以下2002 14歳以下2003 14歳以下2004 14歳以下2005 14歳以下2006

1 時吉　佑一 愛　知 時吉スクール 岸川　聖也 福　岡 レオクラブ 高木和　卓 青　森 青森山田中学校 瀬山　辰男 青　森 青森山田中学校 甲斐　義和 大　分 明豊中 高垣　敬太 高　知 明徳義塾中学校 松平　健太 青　森 青森山田中学校 野邑　大陽 青　森 青森山田中学校 1

2 村守　　実 青　森 青森南中学校 横山　友一 岡　山 倉敷卓友会 橋本　泰樹 東　京 丸善クラブ 軽部　隆介 宮　城 仙台育英秀光中学校 高羽　卓哉 大　分 明豊中 中島　裕騎 兵　庫 川西ギャラントム 上田　　仁 青　森 青森山田中学校 平野　友樹 宮　城 秀光中等教育学校 2

3 久保田隆三 東　京 実践学園中学校 小野　竜也 長　崎 長与第二中学校 軽部　隆介 埼　玉 立教新座中学校 大矢　英俊 青　森 青森山田中学校 江藤　　遼 大　分 明豊中 森田　倖平 兵　庫 朝霧中学校 野邑　大陽 青　森 青森山田中学校 山本　直哉 宮　城 秀光中等教育学校 3

4 宇都野光彦 東　京 実践学園中学校 坪口　道和 長　崎 福江中学校 寺本　文平 大　阪 王子クラブ 足立　智哉 京　都 マゼスト小林 御内健太郎 大　阪 王子クラブ 川端　　友 宮　城 宮城野中学校 山谷　仁生 青　森 青森山田中学校 佐々木信也 高　知 明徳義塾中学校 4

5 白神　俊佑 岡　山 フジ屋クラブ 大滝　理浩 神奈川 日産ジュニアクラブ 森田　翔樹 大　阪 グランプリJr 有田　洋巳 愛　媛 今治西中学校 大森　善文 茨　城 水戸市立笠原中 根田　雄一 岩　手 ＡＯＢＡ ＴＴＣ 桑田晋一郎 宮　城 秀光中等教育学校 岩崎　幸輝 香　川 バラジュニア 5

6 下山　隆敬 大　阪 星野クラブ 塩野　真人 埼　玉 豊岡中学校 山崎　譲治 東　京 実践学園中学校 大谷　修平 青　森 青森山田中学校 藤田　直樹 大　分 明豊中 高林　祥平 高　知 明徳義塾中学校 河本　宗大 富　山 卓親スポーツ 星野　直樹 新　潟 新発田市立東中学校 6

7 岸川　聖也 福　岡 石田卓球クラブ 森田　翔樹 東　京 ＩＴＳ三鷹 横山　友一 岡　山 倉敷卓友会 花村　尚弥 静　岡 井上卓球 大久保俊輝 愛　知 愛工大附属中 鈴木　秀一 山　形 長井南中学校 松原　公家 大　分 明豊中学校 神原　宏士 埼　玉 大塚クラブ 7

8 駒場　義久 栃　木 城山中学校 村上　剛志 山　口 徳山卓研スポ少 安本　和雄 福　岡 レオクラブ 西元　　涼 鹿児島 松元中学校 松渕　健一 秋　田 桜中 山木　康平 山　形 酒田第二中学校 西東　　輝 東　京 実践学園中学校 吉田　和也 大　分 明豊中学校 8

13歳以下1999 13歳以下2000 13歳以下2001 13歳以下2002 13歳以下2003 13歳以下2004 13歳以下2005 13歳以下2006

1 横山 友一 岡　山 KCT 軽部　隆介 東　京 丸善クラブ 大矢　英俊 青　森 青森山田中学校 笠原　弘光 兵　庫 報徳学園中学校 高垣　敬太 高　知 明徳義塾中 野邑　太陽 青　森 青森山田ジュニアクラブ 平野　友樹 宮　城 秀光中等教育学校 𠮷田　雅己 北海道 札幌円山クラブ 1

2 坪口 道和 長　崎 福江中学校 高木和　卓 東　京 千代田クラブ 大谷　修平 青　森 青森山田中学校 松平　賢二 石　川 七尾東部中学校 松平　健太 石　川 松平スポーツ 橋本　唯史 青　森 青森山田中学校 丹羽　孝希 北海道 ファイナルウインJr 徳永　大輝 福　岡 石田卓球クラブ 2

3 森田 翔樹 東　京 ITS三鷹 藤本　翔輝 兵　庫 神出中学校 水谷　　隼 静　岡 豊田町スポーツ少年団 水谷　　隼 静　岡 豊田町スポーツ少年団 中島　裕騎 兵　庫 川西ギャラントム 松平　健太 青　森 青森山田中学校 徳永　大輝 福　岡 石田卓球クラブ 有延　大夢 福　岡 豊津クラブ 3

4 小野 竜也 長　崎 長与第二中学校 寺本　文平 大　阪 王子クラブ 笠原　弘光 兵　庫 川西ギャラントム 高垣　敬太 大　阪 育徳クラブ 森田　倖平 兵　庫 朝霧中 上田　　仁 青　森 青森山田中学校 平野　佑治 神奈川 日産ジュニアクラブ 丹羽　孝希 北海道 苫小牧クラブ 4

5 後藤 良介 徳　島 藍住中学校 山崎　穣治 東　京 実践学園 田代　祐大 岡　山 七区スポーツ少年団 秋元　勇人 東　京 ウイニングジュニア 板倉　健信 福　岡 石田卓球クラブ 加藤　悠二 秋　田 城南中学校 生田　裕二 青　森 青森山田中学校 澤畠　雅孝 茨　城 東海南中学校 5

6 塩野 真人 埼　玉 豊岡中学校 橋本　泰樹 東　京 丸善クラブ 浅沼　慎也 岡　山 大森クラブ 中島　裕騎 兵　庫 川西ギャラントム 深野　翔也 兵　庫 川西ギャラントム 北村　祐馬 富　山 山室中学校 吉村　真晴 茨　城 東海クラブ 松崎　友佑 静　岡 豊田町卓球スポーツ少年団 6

7 高木和 卓 東　京 ITS三鷹 遠藤　佳祐 山　形 山寺スポーツ少年団 細野　裕人 青　森 青森山田中学校 藤本ヒカル 香　川 相原スクール 松井　克樹 京　都 マゼスト小林 山谷　仁生 青　森 青森山田中学校 町　　飛鳥 神奈川 岸田クラブ 森薗　政崇 東　京 美鷹クラブ 7

8 中村 堯弘 長　崎 長与第二中学校 原田　慎吾 京　都 マゼスト小林 甲斐　義和 大　分 無限塾ジュニア 濱川　明史 徳　島 城東中学校 桑田晋一郎 広　島 プレーイングピンポン府中 浜口　元樹 愛　知 愛工大附属中学校 江崎　佳祐 千　葉 千城クラブ 長屋　洸佑 岐　阜 高富中学校 8

ホープス1999 ホープス2000 ホープス2001 ホープス2002 ホープス2003 ホープス2004 ホープス2005 ホープス2006

1 岸川　聖也 福　岡 石田卓球クラブ 大矢　英俊 三　重 松阪ジュニア卓球クラブ 水谷　　隼 静　岡 豊田町卓球スポーツ少年団 中島　裕騎 兵　庫 川西ギャラントム 松平　健太 石　川 松平スポーツ 野邑　太陽 青　森 青森山田ジュニア 平野　佑治 神奈川 日産ジュニアクラブ 丹羽　孝希 北海道 ファイナルウインJr 1

2 森田　翔樹 東　京 ITS三鷹 高木和　卓 東　京 千代田クラブ 松平　賢二 石　川 松平スポーツ 高垣　敬太 大　阪 育徳クラブ 橋本　唯史 東　京 丸善クラブ 平野　佑治 神奈川 日産ジュニアクラブ 吉村　真晴 茨　城 東海クラブ 町　　飛鳥 神奈川 岸田クラブ 2

3 横山　友一 岡　山 KCT 水谷　　隼 静　岡 豊田町卓球スポ少 中島　裕騎 兵　庫 川西ギャラントム 松平　健太 石　川 松平スポーツ 桑田晋一郎 広　島 プレーイングピンポン府中 稲熊　宏晃 岐　阜 長良東スポ少 丹羽　孝希 北海道 ファイナルウインJr 森薗　政崇 東　京 美鷹クラブ 3

4 安本　和雄 岐　阜 梅林小学校 軽部　隆介 東　京 丸善クラブ 高垣　敬太 大　阪 育徳クラブ 山木　康平 山　形 酒田卓球会館ジュニア 野邑　大陽 神奈川 ＫＭＳＣ 山本　直哉 富　山 富山キングコング 清野　将成 新　潟 新発田ジュニア 有延　大夢 福　岡 豊津クラブ 4

5 高木和　卓 東　京 ITS三鷹 池田　和正 静　岡 ビップスポーツ少年団 笠原　弘光 兵　庫 川西ギャラントム 井上　　啓 広　島 三矢ＪＳＣ 板倉　健信 福　岡 石田卓球クラブ 森　　聡詩 兵　庫 伊丹卓球教室 徳永　大輝 福　岡 石田卓球クラブ 田添　健汰 福　岡 石田卓球クラブ 5

6 原田　慎吾 京　都 マゼスト小林 足立　智哉 京　都 福卓クラブ 江藤　　遼 大　分 フジヤマジュニア 森田　倖平 兵　庫 コンパスクラブ神戸 浜口　元樹 福　岡 博多卓球クラブ 徳永　大輝 福　岡 石田卓球クラブ 有延　大夢 福　岡 豊津クラブ 藤村　友也 徳　島 和田島クラブ 6

7 軽部　隆介 東　京 ITS三鷹 花村　尚哉 静　岡 井上卓球スポーツ少年団 濱川　明史 徳　島 城東クラブ 猪股俊太郎 宮　城 東北卓球Ｃ＆Ｃ 林　　一茂 山　形 酒田卓球会館 笹尾　卓人 神奈川 日産ジュニアクラブ 高羽　大樹 大　分 フジヤマJr 松田　尚樹 愛　知 美崎クラブ 7

8 大矢　英俊 三　重 松坂ジュニア卓球クラブ 大谷　修平 神奈川 リトルキングス 藤本ヒカル 香　川 相原スクール 谷村　直樹 岐　阜 高富卓球スポ少 山谷　仁生 青　森 青森山田ジュニアクラブ 星野　直樹 新　潟 新発田ジュニア 後藤　卓也 北海道 Ｔ．Ｔ．Ｐ 池戸　大雅 愛　知 ピンテック 8

カブ1999 カブ2000 カブ2001 カブ2002 カブ2003 カブ2004 カブ2005 カブ2006

1 水谷　　隼 静　岡 豊田町卓球スポ少 中島　裕騎 兵　庫 川西ギャラントム 橋本　唯史 東　京 丸善クラブ 鹿屋　良平 鹿児島 松元卓運 吉村　真晴 茨　城 東海ジュニア卓球クラブ 後藤　卓也 北海道 円山クラブ 森薗　政崇 東　京 美鷹クラブ 村松　雄斗 山　梨 平野卓研 1

2 濱川　明史 徳　島 城東クラブ 高垣　敬太 大　阪 育徳クラブ 白戸　龍馬 青　森 青森山田ジュニアクラブ 平野　友樹 栃　木 城山卓球クラブJr 清野　将成 新　潟 新発田ジュニア 丹羽　孝希 北海道 ファイナルウィンJr 田添　健汰 福　岡 石田卓球クラブ 田添　　響 福　岡 石田卓球クラブ 2

3 甲斐　義和 大　分 無限塾Jr 山谷　仁生 青　森 青森山田ジュニアクラブ 谷村　直樹 岐　阜 高富スポーツ少年団 吉田　和也 広　島 ヨシダＴＴＳ 徳永　大輝 福　岡 石田卓球クラブ 有延　大夢 福　岡 豊津クラブ 松田　尚樹 愛　知 美崎ＳＣ 郡山　北斗 岡　山 桃太郎卓球クラブ 3

4 江藤　　遼 大　分 フジヤマジュニア 林　　一茂 山　形 浜田スポ少 福沢　拓巳 新　潟 新発田ジュニア 柴田　直人 広　島 シバタ卓球クラブ 加藤　祐也 秋　田 秋田卓球会館スポ少 𠮷田　雅己 北海道 円山クラブ 田添　大寛 福　岡 石田卓球クラブ 坪井　勇磨 埼　玉 ＴＴＣ平屋 4

5 和田　圭輔 岐　阜 城西小学校 松平　健太 石　川 松平スポーツ 松平　健太 石　川 松平スポーツ 山本　直哉 富　山 富山キングコング 尾留川竜貴 神奈川 日産ジュニアクラブ 町　　飛鳥 神奈川 岸田クラブ 卯木　将大 島　根 久城クラブ 左右田颯斗 山　形 長井スポーツ少年団 5

6 松平　賢二 石　川 松平スポーツ 近藤　功成 新　潟 旭クラブ 林　　一茂 山　形 酒田卓球会館 奥田　大梧 宮　城 仙台ジュニアクラブ 共田　準吾 千　葉 千城クラブ 田添　健汰 福　岡 石田卓球クラブ 村松　雄斗 山　梨 平野卓研 酒井明日翔 岐　阜 酒井クラブ 6

7 小島　直也 愛　知 卓伸EC 本藤　俊博 島　根 津宮クラブ 桑田晋一郎 広　島 プレーイングピンポン府中 清野　将成 新　潟 新発田ジュニア 松井　良樹 京　都 マゼスト小林 藤原　　翔 大　分 フジヤマＪｒ 町口　智哉 石　川 鳥屋クラブジュニア 石井　達也 埼　玉 ＫＴＧクラブ 7

8 石野　　淳 岡　山 ピンポン備前 山木　康平 山　形 酒田卓球会館 関本　　腱 福　島 中島ＴＴＳ 平野　佑治 神奈川 日産ジュニアクラブ 平野　佑治 神奈川 日産ジュニアクラブ 池戸　大雅 愛　知 ピンテック 堀　　大志 岐　阜 和田Ｔ．Ｔ．Ｃ 硴塚　将人 熊　本 城山ひのくにジュニア 8

バンビ1999 バンビ2000 バンビ2001 バンビ2002 バンビ2003 バンビ2004 バンビ2005 バンビ2006

1 松平　健太 石　川 松平スポーツ 鹿屋　良平 鹿児島 松元卓運 平野　佑治 神奈川 日産ジュニアクラブ 後藤　卓也 北海道 円山クラブ 田添　健汰 福　岡 石田卓球クラブ 村松　雄斗 山　梨 平野卓研 山根弘太郎 愛　知 三好クラブ 姚　　東寅 新　潟 新発田ジュニア 1

2 山谷　仁生 青　森 青森山田ジュニアクラブ 田巻　隼一 福　島 みやたクラブ 清野　将成 新　潟 新発田ジュニア 𠮷田　雅己 北海道 円山クラブ 田添　大寛 福　岡 石田卓球クラブ 酒井明日翔 岐　阜 高富スポ少 高橋　和也 広　島 ヨシダＴＴＳ 伊丹　雄飛 広　島 広島フェニックス 2

3 福沢　拓巳 新　潟 新発田ジュニア 山本　直哉 富　山 福岡キングコング 落合　　卓 埼　玉 熊谷Ｊクラブ 永見　彰宏 大　阪 星野クラブ 森園　政崇 東　京 ひばりヶ丘Jr 地崎　大知 岡　山 安井クラブ 姚　　東寅 新　潟 新発田ジュニア 出雲　卓斗 石　川 鳥屋クラブＪr 3

4 柳井　陽介 大　分 のつSC 平野　友樹 栃　木 城山卓球クラブジュニア 澤畑　宏徳 宮　城 仙台ジュニアクラブ 有延　大夢 福　岡 豊津クラブ 水野　基成 愛　知 形原ジュニアＥＣ 小塙　祐太 栃　木 益子卓球ジュニアクラブ 大西　尚弥 兵　庫 華兵卓球 羽佳　翔鵬 東　京 美鷹クラブ 4

5 栞田晋一郎 広　島 プレーイングピンポン府中 吉田　和也 広　島 ピンポンカベ 吉村　真晴 茨　城 東海ジュニア卓球クラブ 坪金　　衛 山　口 徳山卓研スポ少 東　　勇渡 栃　木 益子卓球ジュニアクラブ 田添　　響 福　岡 石田卓球クラブ 道端　莉句 石　川 真名井スポーツ少年団 遠藤　竜馬 福　井 アイビージュニア 5

6 岡田　彰仁 新　潟 白根クラブ 清野　将成 新　潟 新発田ジュニア 共田　準吾 千　葉 千城クラブ 町　　飛鳥 神奈川 岸田クラブ 恒松　　輝 島　根 大田クラブJr 左右田颯斗 山　形 長井ジュニア 高橋　　毅 宮　城 東北卓球Ｃ＆Ｃ 坂本　来太 埼　玉 ＴＴＣ平屋 6

7 浜口　元樹 佐　賀 鎮西クラブ 松田　智潮 山　形 三川スポーツ少年団 大野　泰士 福　島 双葉スポーツ少年団 佐藤　悠也 福　岡 石田卓球クラブ 松田　尚樹 愛　知 一宮ＥＣ 石井　達也 埼　玉 ＫＴＧクラブ 向屋敷達也 千　葉 流山アストロズ 佐伯　慎一 和歌山 岩出Ｓ．Ｐ．Ｃ 7

8 林　　一茂 山　形 浜田スポ少 黒羽　直也 秋　田 秋田卓球会館スポーツ少年団 有延　大夢 福　岡 豊津クラブ 森薗　政崇 東　京 ひばりヶ丘Ｊｒ 白根　亮太 島　根 稗原クラブ 山根弘太郎 愛　知 三好クラブ 遠藤　竜馬 福　井 アイビージュニア 立藤　颯馬 大　阪 西なんばジュニア 8
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全日本選手権（一般・ジュニア・カデット・ホープス・カブ・バンビ）男子ランキング推移②（2007年度〜2014年度）

一般2008 一般2009 一般2010 一般2011 一般2012 一般2013 一般2014 一般2015

1 水谷　　隼 青　森 青森山田高校 水谷　　隼 東　京 明治大学 水谷　　隼 東　京 明治大学 水谷　　隼 東　京 明治大学 吉村　真晴 山　口 野田学園高校 丹羽　孝希 青　森 青森山田高校 水谷　　隼 東　京 DIOジャパン 水谷　　隼 東　京 beacon.LAB 1

2 吉田　海偉 神奈川 日産自動車 松平　健太 青　森 青森山田高校 吉田　海偉 山　口 個人 張　　一博 東　京 東京アート 水谷　　隼 東　京 明治大学 水谷　　隼 東　京 beacon.LAB 町　　飛鳥 東　京 明治大学 神　　巧也 東　京 明治大学 2

3 大矢　英俊 青　森 青森大学 吉田　海偉 大　阪 グランプリ大阪 張　　一博 東　京 東京アート 高木和　卓 東　京 東京アート 松平　健太 東　京 早稲田大学 松平　健太 東　京 早稲田大学 吉田　海偉 埼　玉 DIOジャパン 丹羽　孝希 東　京 明治大学 3

4 田㔟　邦史 東　京 協和発酵 上田　　仁 青　森 青森山田高校 松平　賢二 青　森 青森大学 吉田　海偉 山　口 個人 松平　賢二 青　森 青森大学 大矢　英俊 東　京 東京アート 上田　　仁 青　森 青森大学 岸川　聖也 千　葉 ファースト 4

5 岸川　聖也 東　京 スヴェンソン 岸川　聖也 東　京 スヴェンソン 大矢　英俊 東　京 東京アート 松平　賢二 青　森 青森大学 森本　耕平 愛　知 愛知工業大学 岸川　聖也 東　京 スヴェンソン 高木和　卓 東　京 東京アート 松平　健太 東　京 ＪＴＢ 5

6 坂本　竜介 青　森 協和発酵 渡辺　将人 東　京 シチズン 田㔟　邦史 東　京 協和発酵キリン 笠原　弘光 東　京 早稲田大学 丹羽　孝希 青　森 青森山田高校 張　　一博 東　京 東京アート 𠮷田　雅己 愛　知 愛知工業大学 吉村　真晴 愛　知 愛知工業大学 6

7 渡辺　将人 東　京 シチズン 松平　賢二 青　森 青森大学 高木和　卓 東　京 東京アート 岸川　聖也 山　口 スヴェンソン 時吉　佑一 愛　知 時吉スクール 松平　賢二 東　京 協和発酵キリン 岸川　聖也 千　葉 ファースト 吉田　海偉 埼　玉 Global Athlete Project 7

8 木方慎之介 東　京 協和発酵 大矢　英俊 青　森 青森大学 韓　　　陽 東　京 東京アート 丹羽　孝希 青　森 青森山田高校 高木和　卓 東　京 東京アート 平野　友樹 山　口 明治大学 坪井　勇磨 青　森 青森山田高校 𠮷田　雅己 愛　知 愛知工業大学 8

9 韓　　　陽 東　京 東京アート 韓　　　陽 東　京 東京アート 軽部　隆介 東　京 明治大学 軽部　隆介 東　京 明治大学 塩野　真人 東　京 東京アート 高木和　卓 東　京 東京アート 森田　侑樹 東　京 シチズン 大島　祐哉 東　京 早稲田大学 9

10 高木和健一 東　京 東京アート 丹羽　孝希 青　森 青森山田中学校 岸川　聖也 東　京 スヴェンソン 時吉　佑一 愛　知 時吉スクール 岸川　聖也 山　口 スヴェンソン 時吉　佑一 岐　阜 TEAM GIFU 丹羽　孝希 東　京 明治大学 松平　賢二 東　京 協和発酵キリン 10

11 下山　隆敬 東　京 早稲田大学 並木　佑介 東　京 シチズン 坪口　道和 神奈川 日産横浜クラブ 松平　健太 東　京 早稲田大学 久保田隆三 東　京 シチズン 村松　雄斗 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/帝京 酒井明日翔 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/帝京 上田　　仁 東　京 協和発酵キリン 11

12 坪口　道和 青　森 青森大学 田㔟　邦史 東　京 協和発酵キリン 丹羽　孝希 青　森 青森山田中学校 坂本　竜介 東　京 協和発酵キリン 伊積　健太 東　京 中央大学 吉村　真晴 愛　知 愛知工業大学 松平　健太 東　京 早稲田大学 藤本　海統 和歌山 日鉄住金物流 12

13 田﨑　俊雄 東　京 協和発酵 谷口　祐二 東　京 シチズン 坂本　竜介 東　京 協和発酵キリン 韓　　　陽 東　京 東京アート 吉田　海偉 山　口 OVERLIGHT 坪口　道和 長　﨑 長崎県ｽﾎﾟｰﾂ専門員 御内健太郎 東　京 シチズン 塩野　真人 東　京 東京アート 13

14 加山　兵伍 大　阪 グランプリ 坪口　道和 青　森 青森大学 下山　隆敬 東　京 協和発酵キリン 下山　隆敬 東　京 協和発酵キリン 小野　竜也 東　京 協和発酵キリン 𠮷田　雅己 青　森 青森山田高校 時吉　佑一 岐　阜 ＺＥＯＳ 軽部　隆介 東　京 シチズン 14

15 倉嶋　洋介 東　京 協和発酵 高木和健一 東　京 東京アート 木方慎之介 東　京 協和発酵キリン 田㔟　邦史 東　京 協和発酵キリン 大矢　英俊 東　京 東京アート 瀬山　辰男 東　京 リコー 大島　祐哉 東　京 早稲田大学 森薗　政崇 東　京 明治大学 15

16 並木　佑介 東　京 シチズン 高木和　卓 東　京 東京アート 高木和健一 東　京 東京アート 森本　耕平 愛　知 愛知工業大学 森田　侑樹 東　京 シチズン 森本　耕平 愛　知 愛知工業大学 及川　瑞基 青　森 青森山田高校 森本　耕平 東　京 協和発酵キリン 16

ジュニア2008 ジュニア2009 ジュニア2010 ジュニア2011 ジュニア2012 ジュニア2013 ジュニア2014 ジュニア2015

1 上田   　仁 青　森 青森山田高校 上田　　仁 青　森 青森山田高校 丹羽　孝希 青　森 青森山田中学校 丹羽　孝希 青　森 青森山田高校 丹羽　孝希 青　森 青森山田高校 森薗　政崇 青　森 青森山田高校 吉村　和弘 山　口 野田学園高校 及川　瑞基 青　森 青森山田高校 1

2 平野　友樹 宮　城 秀光中等教育学校 松平　健太 青　森 青森山田高校 平野　友樹 山　口 野田学園高校 𠮷田　雅己 青　森 青森山田高校 𠮷田　雅己 青　森 青森山田高校 三部　航平 青　森 青森山田中学校 酒井明日翔 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/帝京 三部　航平 青　森 青森山田高校 2

3 山谷　仁生 青　森 青森山田高校 丹羽　孝希 青　森 青森山田中学校 町　　飛鳥 青　森 青森山田中学校 吉村　真晴 山　口 野田学園高校 町　　飛鳥 青　森 青森山田高校 村松　雄斗 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/帝京 村松　雄斗 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/帝京 伊丹　雄飛 山　口 野田学園高校 3

4 町　　飛鳥 青　森 青森山田中学校 町　　飛鳥 青　森 青森山田中学校 𠮷田　雅己 青　森 青森山田中学校 町　　飛鳥 青　森 青森山田高校 村松　雄斗 東　京 ｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 田添　健汰 福　岡 希望が丘高校 郡山　北斗 岡　山 関西高校 青山　昇太 山　口 野田学園高校 4

5 谷村　直樹 岐　阜 関商高校 平野　友樹 山　口 野田学園高校 神　　巧也 青　森 青森山田高校 村松　雄斗 東　京 エリートアカデミー 田添　健汰 福　岡 希望が丘高校 定松　祐輔 福　岡 希望が丘高校 平野　晃生 山　口 野田学園高校 廣田　雅志 愛　知 愛工大名電高校 5

6 柳井　陽介 大　分 明豊高校 森本　耕平 愛　知 愛工大名電高校 森薗　政崇 青　森 青森山田中学校 森薗　政崇 青　森 青森山田中学校 酒井明日翔 東　京 ｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 吉村　和弘 山　口 野田学園高校 三部　航平 青　森 青森山田高校 緒方遼太郎 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/帝京 6

7 板倉　健信 福　岡 希望が丘高校 岡田　　峻 愛　知 愛工大名電高校 吉村　真晴 山　口 野田学園高校 姫野　　翼 青　森 青森山田高校 東　　勇渡 東　京 ｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/帝京 堀　　大志 高　知 明徳義塾高校 渡辺　裕介 高　知 明徳義塾高校 坂根　翔太 兵　庫 育英高校 7

8 中島　裕樹 愛　知 愛工大名電高校 森薗　政崇 青　森 青森山田中学校 森　　聡詩 京　都 東山高校 厚谷　武志 北海道 駒大苫小牧高校 森薗　政崇 青　森 青森山田高校 平野　晃生 山　口 野田学園高校 緒方遼太郎 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 張本　智和 宮　城 仙台ジュニアクラブ 8

14歳以下2007 14歳以下2008 14歳以下2009 14歳以下2010 14歳以下2011 14歳以下2012 14歳以下2013 14歳以下2014

1 町　　飛鳥 青　森 青森山田中学校 丹羽　孝希 青　森 青森山田中学校 村松　雄斗 東　京 エリートアカデミー 酒井明日翔 東　京 エリートアカデミー 三部　航平 青　森 青森山田中学校 龍崎　東寅 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 沼村　斉弥 青　森 青森山田中学校 田中　佑汰 愛　知 愛工大附属中学校 1

2 𠮷田　雅己 青　森 青森山田中学校 町　　飛鳥 青　森 青森山田中学校 東　　勇渡 東　京 エリートアカデミー 村松　雄斗 東　京 エリートアカデミー 及川　瑞基 青　森 青森山田中学校 木造　勇人 愛　知 愛知工業大附属中学校 三上　貴弘 石　川 遊学館ジュニア 宇田　幸矢 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 2

3 池田　忠功 青　森 青森山田中学校 有延　大夢 山　口 野田学園中学校 大塚　大寛 東　京 エリートアカデミー 吉村　和弘 青　森 青森山田中学校 高取　侑史 山　口 野田学園中学校 飯沼　周也 岐　阜 長森中学校 高見　真己 愛　知 愛工大附属中学校 遠藤　碧人 神奈川 ＴＴＣ浦和 3

4 丹羽　孝希 青　森 青森山田中学校 𠮷田　雅己 青　森 青森山田中学校 宮本　幸典 東　京 尾久八幡中学校 渡辺　裕介 高　知 明徳義塾中学校 硴塚　将人 東　京 ｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 大西　尚弥 愛　知 愛知工業大附属中学校 穂積　和也 東　京 渋谷本町学園 川村　大貴 石　川 遊学館ジュニア 4

5 清野　将成 愛　知 愛工大附属中学校 小澤　吉大 京　都 スイトピア 森薗　政崇 青　森 青森山田中学校 坪井　勇磨 青　森 青森山田中学校 青山　昇太 東　京 実践学園中学校 葉波　　啓 千　葉 ＴＯＭＡＸ 大野　未来 岐　阜 長森中学校 近藤　　蓮 大　分 明豊中学校 5

6 平野　佑治 神奈川 日産ジュニアクラブ 姫野　　翼 大　阪 育徳クラブ 竹岡　純樹 青　森 青森山田中学校 田添　　響 福　岡 石田卓球クラブ 廣田　雅志 愛　知 愛工大附属中学校 緒方遼太郎 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 田中虹太朗 東　京 屋久八幡中学校 松下　竜巳 山　口 野田学園中学校 6

7 吉村　真晴 宮　城 秀光中等教育学校 中田　一也 広　島 庄原スポ少 藤森　文人 青　森 青森山田中学校 水谷　良紀 愛　知 愛工大附属中学校 宮﨑　　友 東　京 ｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 松山　祐季 愛　知 愛知工業大附属中学校 柏　　友貴 岡　山 ねや卓球クラブ 上村　太陽 大　阪 大阪桐蔭ジュニア 7

8 尾留川竜貴 高　知 明徳義塾中学校 斎藤　稜馬 福　井 卓愛レジェンド 堀　　大志 高　知 明徳義塾中学校 平野　晃生 山　口 野田学園中学校 梅崎　光明 岡　山 ななく卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 矢野　　憲 愛　媛 三津浜中学校 𠮷田　海斗 埼　玉 Ｅ'ｓ 田原　彰悟 東　京 屋久八幡中学校 8

13歳以下2007 13歳以下2008 13歳以下2009 13歳以下2010 13歳以下2011 13歳以下2012 13歳以下2013 13歳以下2014

1 森薗　政崇 東　京 美鷹クラブ 村松　雄斗 山　梨 平野卓研 酒井明日翔 東　京 エリートアカデミー 及川　瑞基 青　森 青森山田中学校 木造　勇人 愛　知 美崎クラブ 竹崎　千明 山　口 野田学園中学校 宇田　幸矢 東　京 Meiji Ｃ.Ｓ.Ｃ 張本　智和 宮　城 仙台ジュニアクラブ 1

2 有延　大夢 宮　城 秀光中等教育学校 田中　博己 岐　阜 羽島中学校 坪井　勇磨 青　森 青森山田中学校 三部　航平 青　森 青森山田中学校 松山　祐季 愛　知 愛工大附属中学校 三上　貴弘 石　川 遊学館ジュニア 加山　　裕 兵　庫 華兵ロードスカイ 柏　　竹琉 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 2

3 田添　健汰 福　岡 石田卓球クラブ 大塚　大寛 東　京 エリートアカデミー 吉村　和弘 青　森 青森山田中学校 高取　侑史 山　口 野田学園中学校 三上　貴弘 東　京 マイダス 出雲　卓斗 石　川 遊学館ジュニア 宮川　昌大 香　川 卓球家ジュニア 寺下　拓海 福　井 武生第二中学校 3

4 田添　大寛 福　岡 石田卓球クラブ 宮本　幸典 東　京 尾久八幡中学校 田添　　響 福　岡 石田卓球クラブ  姚　　東寅 新　潟 新発田ジュニア 出雲　卓斗 石　川 鳥屋ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 宮本　春樹 三　重 ２１クラブ 戸上　隼輔 三　重 松生Ｔ.Ｔ.Ｃ 小林　広夢 東　京 ワイワイ卓球 4

5 吉村　和弘 茨　城 東海クラブ 田添　　響 福　岡 石田卓球クラブ 水谷　良紀 愛　知 愛工大附属中学校  硴塚　将人 東　京 エリートアカデミー 飯沼　周也 岐　阜 長森中学校 福田　純大 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 金光　宏暢 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 加山　　裕 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 5

6 堀　　大志 岐　阜 和田Ｔ.Ｔ.Ｃ 野口　智哉 石　川 鳥屋中学校 平野　晃生 山　口 野田学園中学校 松山　祐季 愛　知 卓伸クラブ 高見　真己 岐　阜 美崎クラブ 石山　　慎 新　潟 荒川中学校 杉本　和也 神奈川 横浜太洋ジュニア 内田　柊平 東　京 秋川クラブ 6

7 井坂　純一 茨　城 東海村立東海南中学校 水野　基成 愛　知 愛工大附属中学校 三部　航平 山　形 鳳凰卓翔会 髙見　真己 岐　阜 美崎クラブ岐阜 伊丹　雄飛 山　口 野田学園中学校 高見　真己 愛　知 愛知工業大附属中学校 稲木　晟悟 静　岡 静岡学園中学校 戸上　隼輔 三　重 松生Ｔ.Ｔ.Ｃ 7

8 上村　慶哉 熊　本 城山ひのくにジュニア 酒井明日翔 岐　阜 酒井クラブ 山本　　拓 兵　庫 山陽中学校 青山　昇太 東　京 実践学園中学校 緒方遼太郎 東　京 ｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 田中　佑汰 熊　本 城山ひのくにジュニア 久世　雄登 愛　知 ピンテック 白山　　遼 東　京 羽佳卓球倶楽部 8

ホープス2007 ホープス2008 ホープス2009 ホープス2010 ホープス2011 ホープス2012 ホープス2013 ホープス2014

1 森薗　政崇 東　京 美鷹クラブ 村松　雄斗 山　梨 平野卓研 三部　航平 山　形 鳳凰卓翔会 姚　　東寅 新　潟 新発田ジュニア 出雲　卓斗 石　川 鳥屋ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 金光　宏暢 岡　山 六番卓球クラブ 加山　　裕 兵　庫 華兵ロードスカイ 張本　智和 宮　城 仙台ジュニアクラブ 1

2 田添　健汰 福　岡 石田卓球クラブ 吉村　和弘 茨　城 東海ジュニアクラブ 及川　瑞基 宮　城 仙台ジュニアクラブ 松山　祐季 愛　知 卓伸クラブ 木造　勇人 愛　知 美崎クラブ 加山　　裕 兵　庫 華兵ロードスカイ 戸上　隼輔 三　重 松生Ｔ.Ｔ.Ｃ 松田　歩真 兵　庫 華兵ロードスカイ 2

3 松田　尚樹 愛　知 美崎クラブ 田添　　響 福　岡 石田卓球クラブ 姚　　東寅 新　潟 新発田ジュニア 羽佳　翔鵬 東　京 羽佳卓球倶楽部 金光　宏暢 岡　山 六番卓球クラブ 田中　佑汰 熊　本 城山ひのくにジュニア 宇田　幸矢 東　京 Meiji Ｃ.Ｓ.Ｃ 小林　広夢 東　京 ワイワイ卓球 3

4 東　　勇渡 栃　木 益子卓球ジュニアクラブ 坪井　勇磨 埼　玉 ＴＴＣ平屋 高取　侑史 島　根 稗原クラブ 木造　勇人 愛　知 美崎クラブ 高見　真己 岐　阜 美崎クラブ 加賀美利輝 山　梨 増穂クラブ 小林　広夢 東　京 ワイワイ卓球 内田　柊平 東　京 秋川クラブ 4

5 永田　昻大 大　阪 育徳クラブ 郡山　北斗 岡　山 桃太郎卓球クラブ 硴塚　将人 熊　本 城山ひのくにジュニア 緒方遼太郎 愛　知 卓伸クラブ 五十嵐史弥 山　形 長井ジュニア 中橋　敬人 神奈川 新星クラブ 吉川　千馬 新　潟 上越ジュニア 中川　泰雅 岡　山 Ｔ.Ｃマルカワ 5

6 村松　雄斗 山　梨 平野卓研 水谷　良紀 北海道 Ｔ－２ Jr 梅崎　光明 岡　山 ななく卓球スポ少 出雲　卓斗 石　川 鳥屋クラブＪｒ 三上　貴弘 東　京 マイダス 戸上　隼輔 三　重 松生Ｔ.Ｔ.Ｃ 堀川　敦弘 福　岡 こぞのえ卓球 手塚　崚馬 長　野 JUPIC 6

7 水野　基成 愛　知 ピンテック 高杉　東志 東　京 杜卓球クラブ 松山　佑季 愛　知 卓伸クラブ 多田　浩嗣 大　阪 王子クラブ 竹﨑　千明 高　知 First Step 星　　翔太 宮　城 仙台ジュニアクラブ 久世　雄登 愛　知 ピンテック 曽根　　翔 兵　庫 卓栄Kid's 7

8 坪井　勇磨 埼　玉 ＴＴＣ平屋 酒井明日翔 岐　阜 酒井クラブ 和田　航大 愛　知 ピンテック 遠藤　竜馬 福　井 フェニックス卓球クラブ 佐藤　陽大 秋　田 川内スポ少 宇田　幸矢 東　京 Meiji Ｃ.Ｓ.Ｃ 柏　　竹琉 岡　山 ねや卓球クラブ 荒井　和也 福　島 郡山第一卓球クラブ 8

カブ2007 カブ2008 カブ2009 カブ2010 カブ2011 カブ2012 カブ2013 カブ2014

1 姚　　東寅 新　潟 新発田ジュニア 松山　祐季 愛　知 卓伸クラブ 木造　勇人 愛　知 美崎クラブ 金光　宏暢 岡　山 六番卓球クラブ 宇田　幸矢 東　京 Meiji Ｃ.Ｓ.Ｃ 張　　智和 宮　城 仙台ジュニアクラブ 張  　智和 宮　城 仙台ジュニアクラブ 鈴木　　颯 山　形 鈴木卓球 1

2 及川　瑞基 宮　城 仙台ジュニア 木造　勇人 愛　知 美崎クラブ 髙見　真己 岐　阜 美崎クラブ岐阜 福原　明雄 東　京 杜卓球クラブ 柏　　竹琉 岡　山 Ｔ.Ｃマルカワ 曽根　　翔 兵　庫 卓栄Kid's 篠塚　大登 愛　知 卓伸クラブ 玉井　嵩大 北海道 江卓会 2

3 高取　侑史 島　根 稗原クラブ 姚　　東寅 新　潟 新発田ジュニア 陳　　　昊 兵　庫 華兵卓球 田中　佑汰 千　葉 千城クラブ 津村　優斗 鳥　取 明治Jr.卓球クラブ 安江　光博 兵　庫 華兵ロードスカイ 田原　翔太 大　分 明野ジュニア 丸山　蒼葉 千　葉 マイダス 3

4 硴塚　将人 熊　本 城山ひのくにジュニア 羽佳　翔鵬 東　京 美鷹クラブ 沼村　斉弥 青　森 六ヶ所卓球クラブ 加賀美利輝 山　梨 増穂クラブ 曽根　　翔 兵　庫 卓栄Ｋｉｄ’ｓ 横谷　　晟 岐　阜 高富ｽﾎﾟｰﾂ少年団 齋藤　大輝 北海道 ピンポンPan旭川 吉山　僚一 埼　玉 羽佳卓球倶楽部 4

5 卯木　尚大 島　根 稗原クラブ 緒方遼太郎 愛　知 卓伸クラブ 松下　竜巳 熊　本 城山ひのくにジュニア 橋本　一輝 愛　知 卓伸クラブ 新井　宇輝 大　阪 浜寺ｱｽﾘｰﾄ倶楽部 星　　優真 宮　城 仙台ジュニアクラブ 中川　泰雅 岡　山 新見ｽﾎﾟｰﾂ少年団 吉本　　豊 岐　阜 和田ＴＴＣ 5

6 神　　京夏 三　重 ２１クラブ 多田　浩嗣 大　阪 育徳クラブ 金光　宏暢 岡　山 六番卓球クラブ 岩本　拓海 福　岡 Ｉ･Ｔ塾Ｊｒ 橋田　訓平 兵　庫 その田卓研 坂﨑　創伍 熊　本 ヒゴ鏡卓球クラブ 星　　優真 宮　城 仙台ジュニアクラブ 田尻　　要 熊　本 城山ひのくにジュニア 6

7 岩城　友聖 鹿児島 妙円寺卓スポ少 出雲　卓斗 石　川 鳥屋クラブジュニア 大谷　　和 東　京 協和発酵キリンＴＴＳ 宇田　幸矢 東　京 Meiji C.S.C 三浦　竜樹 愛　知 月曜クラブ 荒井　和也 福　島 郡山第一卓球クラブ 谷垣　佑真 兵　庫 華兵ロードスカイ 管　琉乃介 埼　玉 松山ＴＴＳ 7

8 道端　莉句 石　川 穴水真名井スポ少 中村浩二郎 広　島 可部町卓球スポ少 出雲　卓斗 石　川 鳥屋クラブJr 畑　　直希 石　川 鳥屋クラブJr 横谷　　晟 岐　阜 高富ｽﾎﾟｰﾂ少年団 小林　広夢 東　京 ワイワイ卓球東十条 鈴木　　颯 山　形 鈴木卓球 高橋航太郎 福　島 二本松卓研 8

バンビ2007 バンビ2008 バンビ2009 バンビ2010 バンビ2011 バンビ2012 バンビ2013 バンビ2014

1 竹﨑　千明 高　知 First Step 金光　宏暢 岡　山 六番卓球クラブ 宇田　幸矢 東　京 Meiji C.S.C 張　　智和 宮　城 仙台ジュニアクラブ 張　　智和 宮　城 仙台ジュニアクラブ 徳田　幹太 愛　媛 伊予つばさjr 杉本　和祇 東　京 礼武道場 松島　輝空 京　都 田阪卓研 1

2 木造　勇人 愛　知 美崎クラブ 福原　明雄 東　京 杜卓球クラブ 戸上　隼輔 三　重 松生Ｔ.Ｔ.Ｃ 稲葉　　遼 島　根 稗原クラブ 今泉　　蓮 静　岡 細江卓研 丸山　蒼葉 千　葉 木更津クラブ 薛　　史斗 石　川 かほくジュニア 石山　皓貴 大　阪 フォレスタ 2

3 中村浩二郎 広　島 可部町スポ少 戸上　隼輔 三　重 桃園クラブ 柏　　竹琉 岡　山 T.Cマルカワ 横谷　　晟 岐　阜 高富卓球スポ少 佐藤　匠海 福　島 富久山卓球クラブ 丹羽　　良 岐　阜 美崎クラブ 三木　　隼 神奈川 岸田クラブ 吉山　和希 埼　玉 羽佳卓球倶楽部 3

4 大谷　　和 東　京 協和ＴＴＳ 柏　　竹琉 岡　山 Ｔ.Ｃマルカワ 堀川　敦弘 福　岡 こぞのえ卓球 曽根　　翔 兵　庫 卓栄Ｋｉｄ’ｓ 谷垣　佑真 兵　庫 華兵卓球 杉本　和祇 東　京 礼武道場 木塚　陽斗 愛　媛 松山卓球教室 佐伯　爽翔 山　口 徳山卓研ｽﾎﾟｰﾂ少年団 4

5 出雲　卓斗 石　川 鳥屋クラブジュニア 星　　翔太 宮　城 仙台ジュニアクラブ 加山　　裕 兵　庫 華兵卓球 谷垣　佑真 兵　庫 華兵卓球 星　　優真 宮　城 仙台ジュニアクラブ 玉井　嵩大 北海道 江卓会 加山　雅基 兵　庫 華兵ロードスカイ 花見　悠斗 愛　知 米田道場 5

6 山本　涼馬 愛　知 御津クラブ 田中　佑汰 千　葉 千城クラブ 渡辺　龍介 大　分 明野ジュニア 梶田　　諒 鳥　取 社スポーツ少年団 高橋　一慈 埼　玉 Ｒ.Ｒ.Ｃ 高橋航太郎 福　島 二本松卓研 佐藤　卓斗 三　重 ケンちゃんズ 菅沼　翔太 山　形 やくわクラブ 6

7 橋本　彩太 栃　木 鹿沼ＪＴＣ 藤岡　利津 群　馬 あがつまクラブ 清野　晃大 新　潟 新発田ジュニア 佐藤　匠海 福　島 富久山卓球クラブ 篠塚　大登 愛　知 卓伸クラブ 坪田　駿介 神奈川 ベアーズジュニア 松島　輝空 京　都 田阪卓研 金丸　貴哉 大　阪 ＡＫクラブ 7

8 髙見　真己 岐　阜 卓研ジュニア 松下　竜巳 熊　本 城山ひのくにジュニア 杉本　和也 神奈川 日産ジュニアクラブ 米倉　　勝 福　岡 こぞのえ卓球 東山　莉久 千　葉 流山アストロズ 管　琉乃介 埼　玉 松山ＴＴＳ 加藤　公輝 愛　知 ピンテック 植木　太陽 石　川 かほくジュニア 8
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全日本選手権（一般・ジュニア・カデット・ホープス・カブ・バンビ）男子ランキング推移③（2015年度〜2021年度）

一般2016 一般2017 一般2018 一般2019 一般2020 一般2021 一般2022

1 水谷　　隼 東　京 beacon.LAB 水谷　　隼 東　京 beacon.LAB 張本　智和 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 水谷　　隼 東　京 木下グループ 宇田　幸矢 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/大原学園 及川　瑞基 鹿児島 木下グループ 1

2 張　　一博 東　京 東京アート 吉村　和弘 愛　知 愛知工業大学 水谷　　隼 東　京 木下グループ 大島　祐哉 東　京 木下グループ 張本　智和 神奈川 木下グループ 森薗　政崇 東　京 BOBSON 2

3 吉村　真晴 愛　知 愛知工業大学 吉田　海偉 埼　玉 Global Athlete Project 森薗　政崇 東　京 明治大学 張本　智和 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 戸上　隼輔 山　口 野田学園高校 𠮷田　雅己 栃　木 栃木県スポーツ協会 3

4 笠原　弘光 東　京 協和発酵キリン 平野　友樹 東　京 協和発酵キリン 松平　健太 東　京 木下グループ 木造　勇人 愛　知 愛知工業大学 𠮷田　雅己 東　京 FPC 田中　佑汰 愛　知 愛知工業大学 4

5 森田　侑樹 東　京 シチズン 神　　巧也 東　京 シチズン時計 渡辺　裕介 高　知 明治大学 丹羽　孝希 東　京 スヴェンソン 吉村　和弘 東　京 東京アート 丹羽　孝希 東　京 スヴェンソン 5

6 丹羽　孝希 東　京 明治大学 上田　　仁 東　京 協和発酵キリン 松平　賢二 東　京 協和発酵キリン 吉村　真晴 茨　城 名古屋ダイハツ 神　　巧也 埼　玉 Ｔ.Ｔ彩たま 英田　理志 愛　媛 愛媛県競技力向上対策本部 6

7 酒井明日翔 東　京 明治大学 龍崎　東寅 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/帝京 大島　祐哉 東　京 木下グループ 町　　飛鳥 東　京 シチズン時計(株) 丹羽　孝希 東　京 スヴェンソン 張本　智和 神奈川 木下グループ 7

8 大矢　英俊 東　京 東京アート 木造　勇人 愛　知 愛知工業大名電高校 神　　巧也 東　京 シチズン時計 田添　　響 東　京 専修大学 吉村　真晴 茨　城 名古屋ダイハツ 龍崎　東寅 東　京 明治大学 8

9 松下　海輝 東　京 明治大学 松平　賢二 東　京 協和発酵キリン 𠮷田　雅己 東　京 協和発酵キリン 龍崎　東寅 東　京 明治大学 大島　祐哉 京　都 木下グループ 大島　祐哉 神奈川 木下グループ 9

10 松平　賢二 東　京 協和発酵キリン 丹羽　孝希 東　京 明治大学 藤村　友也 和歌山 日鉄住金物流 𠮷田　雅己 東　京 岡山リベッツ 曽根　　翔 愛　知 愛工大名電高校 御内健太郎 東　京 シチズン時計 10

11 上村　慶哉 福　岡 早稲田大学 吉村　真晴 茨　城 名古屋ダイハツ 田添　健汰 東　京 専修大学 田添　健汰 東　京 木下グループ 及川　瑞基 東　京 専修大学 曽根　　翔 愛　知 愛工大名電高 11

12 森薗　政崇 東　京 明治大学 坪井　勇磨 茨　城 筑波大学 上村　慶哉 東　京 早稲田大学 宇田　幸矢 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/大原学園 吉田　海偉 東　京 東京アート 吉村　真晴 茨　城 愛知ダイハツ 12

13 村松　雄斗 東　京 東京アート 硴塚　将人 東　京 早稲田大学 龍崎　東寅 東　京 明治大学 高木和　卓 東　京 東京アート 龍崎　東寅 東　京 明治大学 小林　広夢 愛　知 愛工大名電高校 13

14 坪井　勇磨 茨　城 筑波大学 笠原　弘光 東　京 協和発酵キリン 岸川　聖也 千　葉 ファースト 上田　　仁 東　京 岡山リベッツ 横谷　　晟 愛　知 愛工大名電高校 神　　巧也 埼　玉 T.T彩たま 14

15 町　　飛鳥 東　京 明治大学 御内健太郎 東　京 シチズン時計 定松　祐輔 福　岡 中央大学 濵川  明史 徳  島 岩村くらぶ 松山　祐季 愛　知 愛知工業大学 郡山　北斗 東　京 リコー 15

16 上田　　仁 東　京 協和発酵キリン 緒方遼太郎 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/帝京 田添　　響 福　岡 専修大学 定松　祐輔 和歌山 日鉄住金物流 町　　飛鳥 鹿児島 鹿児島県体育協会 吉田　海偉 東　京 東京アート 16

ジュニア2016 ジュニア2017 ジュニア2018 ジュニア2019 ジュニア2020 ジュニア2021 ジュニア2022

1 木造　勇人 愛　知 愛工大名電高校 木造　勇人 愛　知 愛知工業大名電高校 張本　智和 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 戸上　隼輔 山　口 野田学園高校 吉山　僚一 愛　知 愛工大名電中学校 濵田　一輝 愛　知 愛工大名電高校 1

2 緒方遼太郎 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/帝京 宮本　春樹 愛　知 愛知工業大名電高校 宇田　幸矢 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/大原学園 宇田　幸矢 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/大原学園 松島　輝空 京　都 木下グループ 鈴木　　颯 愛　知 愛工大名電高校 2

3 伊丹　雄飛 山　口 野田学園高校 髙見　真己 愛　知 愛知工業大名電高校 金光　宏暢 東　京 大原学園高校 横谷　　晟 愛　知 愛工大名電高校 手塚　崚馬 高　知 明徳義塾 篠塚　大登 愛　知 愛工大名電高校 3

4 張本　智和 宮　城 仙台ジュニアクラブ 沼村　斉弥 山　口 野田学園高校 戸上　隼輔 山　口 野田学園高校 谷垣　佑真 愛　知 愛工大名電中学校 横谷　　晟 愛　知 愛工大名電高校 岡野　俊介 愛　知 愛工大名電高校 4

5 髙見　真己 愛　知 愛工大名電高校 宇田　幸矢 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 手塚　崚馬 高　知 明徳義塾中・高校 今泉　　蓮 山　口 野田学園中学校 曽根　　翔 愛　知 愛工大名電高校 谷垣　佑真 愛　知 愛工大名電高校 5

6 出雲　卓斗 石　川 遊学館高校 張本　智和 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 浅津　碧利 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/帝京 堀川　敦弘 愛　知 愛工大名電高校 鈴木　　颯 愛　知 愛工大名電中学校 松島　輝空 神奈川 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 6

7 沼村　斉弥 山　口 野田学園高校 五十嵐史弥 石　川 遊学館高校 濵田　一輝 愛　知 愛工大附属中学校 松島　輝空 京　都 木下グループ 谷垣　佑真 愛　知 愛工大名電高校 星　　優真 京　都 東山高校 7

8 松山　祐季 愛　知 愛工大名電高校 柏　　友貴 岡　山 関西高校 宮川　昌大 山　口 野田学園高校 篠塚　大登 愛　知 愛工大名電中学校 山本　　歩 島　根 出雲北稜 高橋航太郎 東　京 実践学園高校 8

14歳以下2015 14歳以下2016 14歳以下2017 14歳以下2018年度 14歳以下2019 14歳以下2021年度

1 宇田　幸矢 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 張本　智和 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 篠塚　大登 愛　知 愛工大附属中学校 前出　陸杜 三　重 松生ＴＴＣ 中村　煌和 愛　知 愛工大名電中学校 1

2 戸上　隼輔 山　口 野田学園中学校 曽根　　翔 愛　知 愛工大附属中学校 原田　春輝 福　岡 石田卓球クラブ 吉山　僚一 埼　玉 ＴＣ中原 芝　　拓人 山　口 野田学園中学校 2

3 清野　晃大 新　潟 新発田ジュニア 小林　広夢 愛　知 愛工大附属中学校 濵田　一輝 愛　知 愛工大附属中学校 鈴木　　颯 愛　知 愛工大名電中学校 浅見　勇志 福　岡 石田卓球クラブ 3

4 宮川　昌大 山　口 野田学園中学校 松田　歩真 山　口 野田学園中学校 田原　翔太 大　分 明豊中学校 田尻　　要 愛　知 愛工大名電中学校 赤尾飛市朗 富　山 Five Stars 4

5 内田　智也 高　知 明徳義塾中学校 横谷　　晟 愛　知 愛工大附属中学校 伊藤　礼博 東　京 安田学園中学校 飯村　悠太 山　口 野田学園中学校 萩原　啓至 愛　知 愛工大名電中学校 5

6 柏　　竹琉 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 手塚　崚馬 高　知 明徳義塾中・高校 谷垣　佑真 愛　知 愛工大附属中学校 道廣　晴貴 福　岡 石田卓球クラブ 藤元　　駿 高　知 明徳義塾 6

7 杉本　和也 福　岡 石田卓球クラブ 荒井　和也 福　岡 石田卓球クラブ 安江　光博 高　知 明徳義塾中・高校 徳田　幹太 山　口 野田学園中学校 木方　圭介 山　口 野田学園中学校 7

8 渡辺　龍介 大　分 明豊中学校 渡辺　　凱 新　潟 糸魚川ジュニア 鈴木　　笙 大　阪 育徳クラブ 玉井　嵩大 山　口 野田学園中学校 高橋　慶太 京　都 田阪卓研 8

13歳以下2015 13歳以下2016 13歳以下2017 13歳以下2018 13歳以下2019 13歳以下2021度

1 張本　智和 宮　城 仙台ジュニアクラブ 濵田　一輝 高　知 高知大学附属中学校 吉山　僚一 埼　玉 ＴＣ中原 松島　輝空 京　都 木下グループ 坂井　雄飛 愛　知 愛工大名電中学校 1

2 小林　広夢 愛　知 愛工大附属中学校 鈴木　　颯 山　形 鈴木卓球 前出　陸杜 三　重 松生ＴＴＣ 芝　　拓人 山　口 野田学園中学校 薛　　大斗 石　川 河北台中学校 2

3 濵田　一輝 高　知 高知大学附属小学校 田原　翔太 大　分 明豊中学校 鈴木　　颯 愛　知 愛工大附属中学校 萩原　啓至 愛　知 愛工大名電中学校 石井　佑季 福　岡 石田卓球クラブ 3

4 曽根　　翔 愛　知 愛工大附属中学校 徳田　幹太 愛　媛 伊予つばさjr 徳田　幹太 山　口 野田学園中学校 木方　圭介 山　口 野田学園中学校 吉山　和希 埼　玉 ＴＣ中原 4

5 手塚　崚馬 高　知 明徳義塾中学校 安江　光博 高　知 明徳義塾中・高校 飯村　悠太 山　口 野田学園中学校 石井　佑季 富　山 メリア 菅沼　翔太 愛　知 愛工大名電中学校 5

6 荒井　和也 福　岡 石田卓球クラブ 原田　春輝 福　岡 石田卓球クラブ 田尻　　要 愛　知 愛工大附属中学校 岡本　琉惺 鹿児島 誠卓球ＣＬ. 大坪　祥馬 愛　知 アシュラ 6

7 横谷　　晟 愛　知 愛工大附属中学校 篠塚　大登 愛　知 愛工大附属中学校 濵田　尚人 高　知 高知大学附属小学校 高橋　慶太 京　都 田阪卓研 橋本　悠嵩 愛　知 卓伸クラブ 7

8 岩間　充晃 大　分 明豊中学校 前出　陸杜 三　重 松生ＴＴＣ 高橋　慶太 京　都 田阪卓研 中村　煌和 愛　知 愛工大名電中学校 佐伯　爽翔 山　口 野田学園中学校 8

ホープス2015 ホープス2016 ホープス2017 ホープス2018 ホープス2019 ホープス2020年度 ホープス2021年度

1 張本　智和 宮　城 仙台ジュニアクラブ 鈴木　　颯 山　形 鈴木卓球 中村　煌和 大　分 畳和卓球 松島　輝空 京　都 木下グループ 松島　輝空 京　都 木下グループ 1

2 中川　泰雅 岡　山 Ｔ.Ｃマルカワ 吉山　僚一 埼　玉 ＴＣ中原 浅見　勇志 埼　玉 松山ＴＴＳ 田畑　雄飛 岡　山 Ｔ.Ｃマルカワ 吉山　和希 埼　玉 ＴＣ中原 2

3 吉山　僚一 埼　玉 羽佳卓球倶楽部 飯村　悠太 広　島 ヒロタクスポーツ 坂本倫太朗 兵　庫 石原卓球クラブ 吉山　和希 埼　玉 ＴＣ中原 岡本　智心 山　口 TEAM ZERO 1Jr 3

4 篠塚　大登 愛　知 卓伸クラブ 高橋航太郎 福　島 二本松卓研 桐野　蓮大 鹿児島 誠卓球ＣＬ. 薛　　大斗 石　川 かほくジュニア 谷本　拓海 兵　庫 卓栄Kid's 4

5 剣持　将作 東　京 ＴＳＩジュニア 竹谷　義信 福　岡 初喜ＴＴＣ 横部　叶愛 岡　山 ねや卓球クラブ 菅沼　翔太 山　形 やくわクラブ 渡辺　凉吾 静　岡 ヤマハクラブ 5

6 飯村　悠太 広　島 ヒロタクスポーツ 玉井　嵩大 北海道 江卓会 三木　　隼 神奈川 岸田クラブ 渡邊　康靖 大　阪 貝塚スポ少 木村　友哉 岡　山 瀬戸内卓球少年団 6

7 鈴木　　颯 山　形 鈴木卓球 杉浦　大和 広　島 ピンポンカベ 菅沼　翔太 山　形 やくわクラブ 木村　友哉 岡　山 瀬戸内卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 佐々木雄大 福　岡 片山卓球クラブ 7

8 谷垣　佑真 兵　庫 華兵ロードスカイ 徳田　幹太 愛　媛 伊予つばさjr. 加山　雅基 兵　庫 華兵ロードスカイ 橋本　悠嵩 愛　知 卓伸クラブ 大坪　祥馬 愛　知 アシュラ 8

カブ2015 カブ2016 カブ2017 カブ2018 カブ2019 カブ2020年度 カブ2021年度

1 中村　煌和 大　分 畳和卓球 松島　輝空 京　都 田阪卓研 松島　輝空 京　都 田阪卓研 渡部　民人 東　京 偉関ＴＴＬ 岩井田駿斗 鹿児島 誠卓球ＣＬ. 1

2 杉本　和祇 東　京 礼武道場 吉山　和希 埼　玉 ＴＣ中原 吉山　和希 埼　玉 ＴＣ中原 日野　湊介 千　葉 柏ソレイユ 川上　流星 新　潟 新発田ジュニア 2

3 萩原　啓至 岡　山 ねや卓球クラブ 小野　泰和 京　都 グリーンネット 木村　友哉 岡　山 瀬戸内卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 佐々木雄大 福　岡 片山卓球クラブ 郡司　景斗 宮　崎 スマイルＴＣ 3

4 田中　翔大 長　野 若穂ジュニア 三宅　寿隆 大　分 畳和卓球 渡部　民人 東　京 偉関ＴＴＬ 中野　琥珀 神奈川 岸田クラブ 伊藤　佑太 香　川 ヴィスポことひら 4

5 藤本　　駿 東　京 協和発酵ｷﾘﾝ卓球ｽｸｰﾙ 石山　浩貴 大　阪 川嶋ジュニア 由本　琉惺 岡　山 ねや卓球クラブ 岩井田駿斗 鹿児島 誠卓球ＣＬ. 松島　翔空 京　都 田阪卓研 5

6 加藤　公輝 愛　知 ピンテック 金丸　貴哉 大　阪 ＡＫクラブ 渡辺　凉吾 静　岡 ヤマハクラブ 森　　駿登 福　岡 石田卓球クラブ 原井　敢田 福　岡 アカシア 6

7 桐野　蓮大 鹿児島 誠卓球ＣＬ. 菅沼　翔太 山　形 やくわクラブ 持田　陽向 岐　阜 卓研ジュニアクラブ 川上　流星 新　潟 新発田ジュニア 中野　琥珀 神奈川 岸田クラブ 7

8 佐藤　卓斗 三　重 ケンちゃんズ 丸川　智弘 岡　山 Ｔ.Ｃマルカワ 橋本　悠嵩 愛　知 卓伸クラブ 松島　翔空 京　都 田阪卓研 大槻　　翼 京　都 綾部 紫遊クラブ 8

バンビ2015 バンビ2016 バンビ2017 バンビ2018 バンビ2019 バンビ2020年度 バンビ2021年度

1 松島　輝空 京　都 田阪卓研 岩井田駿斗 鹿児島 誠卓球ＣＬ. 岩井田駿斗 鹿児島 誠卓球ＣＬ. 立川　　凜 広　島 インフＴＴＳ 大野　颯真 鹿児島 ＡＢＢＥＹ 1

2 吉山　和希 埼　玉 羽佳卓球倶楽部 渡部　民人 東　京 偉関ＴＴＬ 中野　琥珀 神奈川 岸田クラブ 大野　颯真 鹿児島 ＡＢＢＥＹ 小林　右京 愛　知 ピンテック 2

3 渡辺　凉吾 静　岡 広沢卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 持田　陽向 岐　阜 卓研ジュニアクラブ 月原　弘暉 愛　媛 常盤ＨＳクラブ 加瀬　楓真 千　葉 千城クラブ 木方　瑛介 埼　玉 Ｔ.Ｔ彩たま 3

4 野島　颯斗 三　重 ２１クラブ 太田　理貴 愛　知 seiwa 郡司　景斗 宮　崎 スマイルＴＣ 小林　右京 愛　知 ピンテック 柴田　　洸 富　山 ＳＴライトニング 4

5 由本　琉惺 岡　山 ねや卓球クラブ 吹原　大芽 岐　阜 安井卓球少年団 松島　翔空 京　都 田阪卓研 桝本進太郎 大　阪 北花田卓球 椎名　海斗 栃　木 卓桜会栃木卓球ｾﾝﾀｰ 5

6 村上　健太 愛　知 美崎クラブ 永井　悟志 愛　知 卓伸クラブ 浅見　昂希 埼　玉 松山ＴＴＳ 柴田　　洸 富　山 ＳＴライトニング 中野　純大 大　分 宇土クラブ 6

7 橋本　悠嵩 愛　知 卓伸クラブ 中田賢志郎 宮　城 仙台ジュニアクラブ 山下　大地 愛　知 美崎クラブ 今　瑠希也 青　森 弘前卓球センター 中面谷陸人 大　阪 はばたキッズ 7

8 森　眞奈斗 鹿児島 日置茶恋知 村田　大樹 群　馬 ＴＩＴ 波多間怜偉 広　島 東広島ｽｶｲｼﾞｭﾆｱ卓球ｸﾗﾌﾞ 井置　陽翔 兵　庫 姫路卓研 大野　斗真 鹿児島 ＡＢＢＥＹ 8

新型コロナウイルス感染症予防のため

開催中止

新型コロナウイルス感染症予防のため

開催中止

新型コロナウイルス感染症予防のため

開催中止

新型コロナウイルス感染症予防のため

開催中止

新型コロナウイルス感染症予防のため

開催中止
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日本卓球協会広報委員会　 2021.7.22

2016年度（H28年度）2015年度（H27年度） 2017年度（H29年度） 2018年度（H30年度） 2020年度（R2年度）2019年度（R元年度） 2021年度（R3年度）

2022年1月24日〜1月30日：東京体育館

2022年1月24日〜1月30日：東京体育館

2021年10月29日〜10月31日：スカイホール豊田

2021年10月29日〜10月31日：スカイホール豊田

14歳以下2020年度

13歳以下2020度


