
男 金森・橋本 内部中 黒木・太田 西笹川中 吉村・新田 保々中 村上・谷口 保々中

女 根反・脇 中部中 市森・三浦 中部中 平川・田坂 楠中 岩元・呉 中部中

久保田智亮 桜中 宮崎涼太 常磐中 國保東馬 保々中 永井健太 海星中

山北龍一 桜中 宮崎裕矢 常磐中 坂拓杜 保々中 足立瑶太 海星中

海津美空 西朝明中 ジョーンズ樹里愛 暁中 黒田菜汀 菰野中 矢田莉沙 大池中

市川彩矢 西朝明中 大西真愛 暁中 西村実紅 菰野中 吉田めぐ 大池中

男 早川明日斗 西朝明中 髙橋大斗 富洲原中 渡辺斗晴 西朝明中 市川倭 西朝明中

女 森島小妃瑛 山手中 古田花恋 南中 伊藤桃華 南中 仲彩乃 山手中

－45kg級 織瞳磨 内部中 塚本拓己 内部中 森川夏椰斗 内部中 北島歩人 内部中

－50kg級 森川泰伸 桜中 水谷伊吹 朝明中 内野井祐希 朝明中 蛎﨑真博 朝明中

－55kg級 加藤公央 朝明中 和田琉生 三滝中 溝口航大 内部中 鈴木勇希斗 三滝中

－60kg級 太田匠海 桜中 谷村信人 三滝中 篠田將 三滝中 佐藤壮汰 朝明中

－66kg級 村鳥榛哉 大池中 森元臣 楠中 山口瑚太郎 内部中 菅野真央 朝明中

－73kg級 江川公陽 大池中 井村侑希 南中 野﨑啓斗 内部中 ― ―

73kg超級 稲垣遼 三滝中 山口雄大 三滝中 萩充洋 大池中 関谷嵐 三滝中

1年軽量級 岡本佳 大池中 辻拓海 桜中 清水勇稀 中部中 山本航平 大池中

1年軽中量級 網岡勝哉 中部中 前田快人 菰野中 坂川星輝 中部中 青木悠雅 三滝中

1年中量級 高柳颯 菰野中 佐藤歩夢 桜中 若林諒 桜中 櫻本和也 三滝中

1年中重量級 谷村正人 三滝中 石川楓人 桜中 髙田日向 三滝中 内藤海斗 三滝中

１年重量級 藤田遼 内部中 高木大輔 朝明中 渡辺煌 中部中 ― ―

-48kg級 伊藤乃愛 桜中 寺尾奈夏 朝明中 下村真咲喜 朝明中 加藤万里奈 朝明中

-57kg級 川村幸花 三滝中 平尾みなみ 桜中 長谷川日奈子 桜中 奥田咲希 楠中

57kg超級 伊勢谷晏未 三滝中 水谷汐莉 桜中 ― ― ― ―

１年軽量級 川上みのる 三滝中 生川智都 朝明中 川瀨萌寧 中部中 新田亜弥 三滝中

１年軽中量級 濱崎あかり 南中 森まなか 大池中 渡邉未来 中部中 川村碧葵 三滝中

１年中量級 伊藤穂乃花 三滝中 中邑日花里 桜中 古市梨桜 朝明中 清水優里 三滝中

男 小林拓真 山手中 内田匠海 羽津中 新田優人 三滝中 ― ―

女 斉藤莉央 西朝明中 黒田愛生 常磐中 伊藤藍美 暁中 ― ―

シングルス 山中大空 三滝中 伊藤誠也 西笹川中 佐溝昂大 西笹川中 橋本青空 常磐中

ダブルス 伊藤・佐溝 西笹川中 橋本・佐藤 常磐中 古一・山田 常磐中 伊東・大塚 川越中

シングルス 阿比留優花 三滝中 宮部菜々葉 常磐中 水越叶巳 川越中 高田千代 内部中

ダブルス 宮部・﨑田 常磐中 阿比留・大野 三滝中 水越・駒田 川越中 矢野・波田 常磐中

男 山本健心 羽津中 山本護大 羽津中 冨田唯斗 朝日中 伊藤実 羽津中

女 藤倉麗菜 笹川中 堀木さやか 南中 藤田結衣 西朝明中 更屋美波 楠中
卓　球
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