
2023年全日本卓球選手権ジュニアの部1次予選引率者名簿

引率者 1 2 3 4 5
　呉　：SHIKISAI 肖　香津美 向井 千恵 平川 智一 平川 聡美 秋田 陽子
　呉　：アドバンス 吉川 靖二
　呉　：呉宮原 沖　まり子
　呉　：呉三津田 矢野 達也 三好 克哉
　呉　：呉昭和 吉田　充
　呉　：呉青山（女子） 寅丸 和美 橋本 誠子 波多間 佳子
　呉　：呉青山（男子） 烏田 有里 有川 典子 面田　清
　呉　：呉青山中学校 木下裕介 米田 宏美（龍空） 上野 奈美
　呉　：呉夢ＴＴＣ 波多野 智基
　呉　：広 木坂 祥希
　呉　：颯 田尻 美樹
広　島：観音中学校 岩下 貞嗣
広　島：大野東中学校 佐久間 史絵
広　島：SK 加藤 譲二 加藤 亜矢子
広　島：安芸府中
広　島：五日市 丸山 和正
広　島：加計 頼政 勇太
広　島：進徳女子 中島 健太 井上 想子 中島 紗織
広　島：崇徳 澤村 隼人 桧谷　司 藤尾明來
広　島：ティーエスクラブ 江崎　健 山本 敬子
広　島：広島井口 戸田 照彦
広　島：広島女学院 山縣　泉 牧野 知恵
広　島：広島観音 中元 孝司
広　島：広島中等教育学校 今永 明彦
広　島：広島皆実 西尾 志津香
広　島：広大附属 平松 敦史
広　島：ヒロタクスポーツ（女子） 飯村 千絵 前川　誠 坂田 陽子 村上 亜沙美 藤井 友美
広　島：ヒロタクスポーツ（男子） 田中 宏明 白木 真也 吉川 純子 森野　淳 横山 邦彦
広　島：ピンポンカベ 山崎 久司 立川 敦司 中平 達也 原田 美奈子 坂井 千帆
広　島：舟入 西山　朗
広　島：平良卓球スポ少 山高 賢一 炭村 文子 磨　裕子
広　島：山陽 山口 正章
広　島：ヨシダＴＴＳ 菅　竜太 堂野 真由美 稲澤 佐弥香 青木 崇純 菅　香織
広　島：安古市 松田 一希
広　島：可部町卓球ｽﾎﾟ少（男子）木下 明仁 有働 大輝 有働 美恵 砂田 良輔 浜本 隆昭
広　島：可部町卓球ｽﾎﾟ少（女子）石崎 知美 山本 七恵 西内 亮太 沖田 秀穂 西内 由美恵
広　島：基町 福原 一夫
広　島：祇園北 本田 紀幸 作本 耕二
広　島：県立広島 金子 洋平
広　島：工大高校 八百野 真人
広　島：広島学院 八尾 紀彦
広　島：広島城北中高校 菅　竜太 佐々木 真弓 平石　綾
広　島：広島フェニックス（男子） 森岡　徹 西尾　淳 原　和義
広　島：広島フェニックス（女子） 西尾 直子 河野 敬子 岩田 まりこ
広　島：広島工業 吉川 靖二 増田 健次
広　島：広島国際学院
広　島：広島市商 松尾 一俊
広　島：広島商業 内藤 伸之介 行則 里志
広　島：広陵 北尾 美穂
広　島：高陽 安東 勝義
広　島：廿日市 児玉 恭定
広　島：廿日市中学校 松岡 昭治 松本 雅幸 吉本　恵
三　次：STTS 久保田 卓史
三　次：スリーネクスト 熊澤　晃 田邊 直巳
三　次：吉田中学校（男子） 出原 昭宏 竹内公彦
三　次：吉田中学校（女子） 稲垣 知博 八塚朋美
三　次：三次 小田　輝
三　次：庄原格致 金川 万里 堀田本美
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東広島：黒学クラブ（男子） 楠　成二郎 木村 文彦 畑　千代子
東広島：黒学クラブ（女子） 西橋 亜希子 藤村 和代 畑　剛史
東広島：黒瀬
東広島：西条中学校 山本 京子
東広島：西条農業 西田 峻祐
東広島：東広島ｽｶｲｼﾞｭﾆｱ 川島　茂 平田 美貴 山地 芳裕 上田 哲也
東広島：武田 今川 俊文 丸石 裕美 山本 海斗
尾　三：三原 山本 大輔
尾　三：須波ハイツ 福岡 洋和 山崎 亜希 西原 義隆
尾　三：総合技術 藤原 達也 多々良智美
尾　三：大和中学校（女子） 田治米 秀和 田治米 麻里 石路 正純
尾　三：大和中学校（男子） 東　真弓 信野 玲子 石路 乃生子
尾　三：忠海 二川 桜子
尾　三：尾道商業
尾　三：尾道北 岡本 達彦
福　山：ＲｏｓｅＫＴＣ 岸本 光由
福　山：ばらの町卓球場（女子） 井上 周治 長谷川　隆 奥田 英司
福　山：ばらの町卓球場（男子） 三宅 裕一 三宅 知香 池原 伸二
福　山：東クラブ（男子） 福田 恵子 藤井 百合子 桑原　崇
福　山：東クラブ（女子） 山口 和臣
福　山：ピンポン府中 松下 育子 衣笠 雅美
福　山：近大附福山 福場 亮博
福　山：近大附福山中高校 田中 智基
福　山：広大附福山 眞子 和也
福　山：市立福山 下宮 美佐子
福　山：大門 小寺 梨恵
福　山：府中 見浦 進理
福　山：福山葦陽 末廣　智
福　山：福山工業 後藤 智史
福　山：福山誠之館 織田道明 村岡 教敬
福　山：福山明王台 光成 悠子
福　山：油木 山岸 佳意


