
【県代表選手】

楠木　敏孝 広島県庁

19

20

16 三宅　峻 シンコー

17 藤原　正弘 BEARクラブ

18 藤越　敏弘 大野ファミリー

3 上木　明 広島クラブ

多田　雅寛 黒学クラブ

三好　俊彦 竹風クラブ

13 三村　弘 星ｸﾗﾌﾞ

10 竹内　義明

上野　雅昭 三原愛卓会

広島卓球

11 林　誉弘 竹風クラブ

8 福井　剛

4 津森　信明 福山ラケットクラブ

5 白川　仲男 福山ラケットクラブ

結城　睦生

石井　久仁洋 ＨＴＣ

安芸卓球

9

14 宮本　博文 広島卓球

6 白名　久浩 アンジェ

7 一貫田　義明 安芸ピンポン

15 島辺　輝久 広島クラブ

12

15

16

17

18

19

藤咲　寿弘 サンスポーツクラブ

ＨＴＣ上田　誠

島谷　隆興 竹風クラブ

シャロームクラブ

13 山口　和臣 福山ラケットクラブ

14 谷　啓二 大野ファミリー

11 範重　一登 畑賀体協

12 安藤　琢朗 流星ドライブ

9 大畑　徹夫 広島フェニックス

10 三谷　彰良 福山ラケットクラブ

7 粟田　直樹 ウイング呉

8 堀　雄三 広島クラブ

5 上木　愼二 広島クラブ

6 前安井　進 チーム清森

3 大畠　重信 Bingo

4 片山　啓 カイハラ

男子H60シングルス

1 池ノ内　弘美 広友会

2 髙須賀　康広 海老園

男子70シングルス

1 杉本　薫 BEARクラブ

2 室　睦宏 福山赤秋会

男子80シングルス

1 内　惇 広島ベテラン

2 吉本　一暢 廿日市卓球

12 西口　勤 カイハラ

鳥越　寛之 令和クラブ

堂河内　弘敏 大和クラブ

13

20

18 岡村　和朗 花みずき

15 中間　孝太郎 シンコー

16 植田　智史 デミタス

ＨＴＣ

18 保手浜　克也 呉卓球クラブ18 山下　健一

10 三原　浩二 Bingo

11 生駒　博之 福山ラケットクラブ

17 今井　文夫 JFE福山

13 政森　裕樹 甲奴ピンポン

14 網本　英夫 ばらの町卓球場

11 木下　真太郎 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ

12 伊藤　輝成 富士ゼロックス

デミタス

匠

甲奴ピンポン

9 田中　智基 ヨシダTTS

10 山本　真史 ＭＡＺＤＡ

7 石倉　潤哉 ばらの町卓球場

8 西内　亮太 ヒロタクスポーツ

5 土井　重典 ＭＡＺＤＡ

6 讃岐　竜三 シンコー

3 武田　真悟 富士ゼロックス

4 濱田　玄徳 ティーエスクラブ

男子30シングルス18

1 南郷　和哉 ヒロタクスポーツ

2 渡辺　優也 ヒロタクスポーツ

19 末廣　智

16 篠田　智巳16 岸　家光 広島県庁

15 山根　孝志15 中村　信彦 あさきたクラブ

14 森田　定男14 原　義嗣 府中SPC

ティーエスクラブ

17 前田　浩一 BEARクラブ17 浅田　剛延 広島フェニックス

13 山本　真嗣 尾道さくら茶屋13 河﨑　憲臣 府中SPC

12 深居　宏志 令和クラブ12 吉川　英司 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ

11 上村　学 広島クラブ11 森岡　徹 広島フェニックス

10 吉田　秀明 ヨシダTTS10 田中　良憲 BEARクラブ

9 吉田　知祥 SK 9 川崎　幸市 Bingo9 石田　卓司 ティーエスクラブ

8 熊澤　晃 三次卓球同好会 8 水津　一利 廿日市卓球8 江崎　健 ティーエスクラブ

7 田邊　直巳 三次卓球同好会 7 長岡　誠 匠7 青木　崇純 畑賀体協

6 遠田　研一 サンスポーツクラブ 6 肥谷　稔 シンコー6 重川　仁義 ＭＡＺＤＡ

5 井澤　信己 広商クラブ 5 松村　武夫 シンコー5 大畑　克弘 匠

4 原田　光紀 ＨＴＣ 4 斉藤　明雄 匠4 山崎　要司 甲奴ピンポン

3 藤河　忠行 SK 3 塩谷　貢 BEARクラブ3 押川　剛 ばらの町卓球場

2 角谷　浩司 ＨＴＣ 2 土肥　亮 広島卓球2 加藤　譲二 シンコー

1 山田　一志 ヨシダTTS 1 安本　明弘 甲奴ピンポン

男子40シングルス18 男子50シングルス18 男子L60シングルス

1 難波　章 呉夢TTC

19 荒木　基亮 ヨシダＴＴＳ

奥山　慎也 広商クラブ

重本　浩輔 ＳＫ

花田　拓也 シンコー

岡崎　将大 ヒロタクスポーツ

15

16

17

18

上本　雅明 広商クラブ

小林　洋輝 広島商船高専

芋谷　慎太郎 尾道さくら茶屋

井上　晋吾 シンコー

5

6

7

8

9

大嶋　秀海 武田高校

シンコー山城　譲二

11

12

13

14

10

飯田　慎吾 日学連広島商船

田坂　宗次郎 武田高校

烏田　幸 広島商船高専

吉浦　貴 黒学クラブ

上本　寛明 平良卓球

一般男子シングルス18

中村　廉 原田鋼業4

1

2

3

下山　優樹 原田鋼業

安永　孝之 ヒロタクスポーツ

田坂　宗次郎
福田　圭恭 武田高校

奥山　慎也
上本　寛明

広商クラブ
平良卓球

重川　仁義
小野　修弥 ＭＡＺＤＡ

男子ダブルス9

10 横山　輝
徳島　剛 原田鋼業

5

6

7

20 木村　文彦 黒学クラブ 20 山際　昌彦 ＨＴＣ

徳島　剛 原田鋼業

中林　滉貴 原田鋼業

19

20

9 難波　章
高見　良輝 呉夢TTC

下山　優樹
中村　廉 原田鋼業

木村　文彦
延岡　拓哉 黒学クラブ

上本　雅明
山田　健二 広商クラブ

花田　拓也
井上　晋吾 シンコー

1

14 佐伯　孝司 ヨシダＴＴＳ

21 岩﨑　健三 サンスポーツクラブ

22 城本　芳雄 竹風クラブ 横山　輝 原田鋼業22

11 松浦　佑紀
中林　滉貴 原田鋼業

21 松浦　佑紀 原田鋼業

2

3

4

8

今井　文夫
藤原　祥 JFE福山



【県代表選手】

14 土井美都子 あさきたクラブ

15 田畑和代 広友会

12 畑本　順子 ミスズ卓球クラブ

11 沖　隆子 黒学クラブ

7 尾森　たえ子

6 三宅理絵 広島商船クラブ

7 北村菊代 ＢＥＡＲクラブ

8 面迫真由美 ウィング呉

9 沖原千鶴子 小町クラブ

13 芥川　由美 さくらクラブ

成本　綾海 中国電力

19 岩田　真央 広島大学

20

5 赤木　みどり ティーエスクラブ

13 上本　優理 広島卓球

14 鯨津　萌々子 進徳女子高校 14 中野　照子 広島卓球

20 勝部道子 五日市メイツ

10 竹田　惠子 かもめ

16 満長　まさ子 広島卓球

9 織田　かよ子 ひまわり

8 瀧口　恵子 広島商船クラブ

18 三宅　律子 府中TTC

17 佐藤　美子 広島卓球

19 田中房子 ＢＥＡＲクラブ

大和クラブ

9 杉本　信子 かもめ

JTヤング

10 林　励子 かもめ

柴村　千織 ミスズ卓球クラブ

11 平野　榮子 クラブＯＭＧ

12 坂田　琴美 さくらクラブ

棄権 大田　富子 広島卓球

13 松本　康子 五日市メイツ

9 井岡　咲乃
山根　光栞

進徳女子高校

1 泉田　朱音
大槻　琴音

進徳女子高校

2 高橋　美帆
村上　莉加

広島日野自動車

3 金本　彩加
田治米　玲亜

進徳女子高校

4 大西　友佳
立川　朋佳

進徳女子高校

5 森　文乃
山下　りか

進徳女子高校

7 山内　麻祐子
切石　沙織

広島日野自動車

8 寺嶋　里江
三島　明日実 匠

2

1 光本　慶子 広島卓球

1 大畠　恵子 安芸ピンポン

安藤　美帆
鯨津　萌々子

進徳女子高校6

4 大畑　かおる 広島ラブオール

4 清水　明美 なでしこ

國安　美智子 府中TTC

3

1 内　泉 N.A.I

2 福竹　京子

5 石田　幸子 結花クラブ

55 土井脇　久美子 ＨＴＣ 尾野　里枝 桜ドリーム

7 徳毛　佳美 広島ラブオール

6 中山　くるみ 安芸ピンポン

8 久保　節子 日吉台クラブ

2 井上　戴子 東広島オレンジＴＴＣ

3 谷口　道子 あさきたクラブ

6 有薗　里子 広島卓球

9 上本　幸代 スマイル

10 大誠寺　理恵 広島ラブオール

6 沖本　みどり ヒロタクスポーツ

7 成瀬　玲子 祇園レディース

4 秋村　香織 サンスポーツクラブ

5 玉木　純子 広島ラブオール

12 蔦中　恵美 呉西体協

13 高岡　珠恵 府中TTC

14 氏川　明子 ミスズ卓球クラブ

15 村上　京子 祇園レディース

16 藤原　未亜 武田高校

8 佐々森　直美 丸二

3 岸本　昇子 ＨＴＣ

4 三宅　和江 サンスポーツクラブ 4 髙須賀　真弓 広島ラブオール

16

15 大西　友佳 進徳女子高校

原　里美 呉西体協

24 森　文乃 進徳女子高校

25

広島ラブオール

18 山下　りか 進徳女子高校

17

1 今井　三千代 広島卓球

2 東川　弘美 尾道さくら茶屋

3 山下　富美 広島卓球 3 高山　裕美 JTヤング

西原　実夢 須波ハイツ 17 垣田　早苗

坂田　美夢 ヒロタクスポーツ

21 安藤　美帆 進徳女子高校

22 吉本　知世 広商クラブ

6 村上　莉加 広島日野自動車

1 寺嶋　里江 匠

女子50シングルス 女子L60シングルス

2 遠田　有香 サンスポーツクラブ 2 藤元　明美 呉西体協

26 井　絢乃 中国電力

27 泉田朱音 進徳女子高校

一般女子シングルス24

1 盛　節子 サンスポーツクラブ

3 伊丹　風薫 広島日野自動車

4 高橋　美帆 広島日野自動車

5 田治米　玲亜 進徳女子高校

女子40シングルス

女子80シングルス

女子ダブルス9

10 井岡　咲乃 進徳女子高校

11 大槻　琴音 進徳女子高校

12 山根　光栞 進徳女子高校

1 砂川　真理子 さくらクラブ

23 三島　明日実 匠

11 本間　幹子 Square

中村　景子 広島ラブオール

6

3 西本　邦子広島ラブオール

4 畠山 凉子 ＫＴクラブ 

女子70シングルス

女子H60シングルス

女子30シングルス

7 山内　麻祐子 広島日野自動車

8 立川　朋佳 進徳女子高校

9 金本　彩加 進徳女子高校

1 切石　沙織 広島日野自動車

2 𡈽田  美佳 中国電力


