
種目 チーム名 監督 帯同者
日学連　広島大学 廣瀬 憲人 廣瀬 憲人 本山 建 角田 幸汰 太井 亮助 舟木 皓人
Ring 前田 拓海 前田 拓海 笠井 優馬 平野 貴聖
MAZDA(A) 重川 仁義 重川 仁義 山本 尚史 山本 真史
MAZDA(B) 西村 和浩 西村 和浩 土井 重典 漆橋 洸二
麺空海 川口 大貴 川口 大貴 尾崎 裕昭 堺 昇欣 中島 心
広商クラブ 上本 雅明 上本 陽菜 上本 雅明 松本 雅幸 宮本 卓也
シンコー 加藤 譲二 加藤 譲二 讃岐 竜三 花田 拓也 生田 光範
ヒロタクスポーツA 吉川 英司 吉川 英司 南郷 和哉 安永 孝之
ヒロタクスポーツB 上田 弘之 上田 弘之 白木 陽都 吉川 達規 森野 友司
ヒロタクスポーツC 安永 孝之 宮本 昌輝 田中 颯馬 渡辺 凛太郎

呉青山高校A 木下 裕介 烏田 東 有川 綜馬 面田 悠佑 江崎 陸
呉青山高校B 木下 裕介 波多間 真秀 堺 創大 米田 蒼空 橋本 匠
呉青山高校C 木下 裕介 田尻 勝馬 下本 充輝 大田 光惺

SPIRIT 西本 奈美 西本 奈美 山口 益加 財津 裕子
HTC 石田 貴子 石田 貴子 生田 知美 森元 麻衣 中村 香織
Ring 上本 麻己 上本 麻己 山田 薫奈 香川 舞香
ヒロタクスポーツA 飯村 千絵 藤井 美佑 廣中 莉乃 飯村 千絵
ヒロタクスポーツB 坂田 陽子 坂田 夏美 前川 栞南 小村 知優
呉青山中高校 木下 裕介 寅丸 華妃 林 朋加 川原 楓栞 米田 優空 上野 優奈 新谷 柚音

呉夢TTC 中島 正荘 山本 巧 山根 英人
福山ラケットクラブ 三谷 彰良 三谷 彰良 生駒 博之
HTC(A) 鳴床 雅典 鳴床 雅典 角谷 浩司
HTC(B) 窪田 慎治 窪田 慎治 末廣 智
広商クラブA 井澤 信己 井澤 信己 藤河 忠行
広商クラブB 寺西 賢次 寺西 賢次 中村 稔

サンスポーツクラブ 秋村 香織 盛 節子 山根 早百合 秋村 香織
ミスズ卓球クラブ 畑本 順子 畑本 順子 河内山 絹子 氏川 明子
広島卓球A 光本 慶子 吉山 隆二 光本 慶子 吉山 久美子

広島卓球B 今井 三千代 今井 三千代 山下 富美
広島ラブオールA 吉田 知恵子 吉田 知恵子 嶋添 美穂
広島ラブオールB 森本 くみ子 森田 良子 森本 くみ子

広島ラブオールC 中村 景子 中村 景子 髙須賀 真弓

仁方体協A 沖原 福江 山根 美由紀 小河 京子
仁方体協B 沖原 福江 平田 邦子 上新内 まき子

福山卓愛会 石渡 和代 石渡 和代 中川 薫
ウイング呉 面迫 真由美 平賀 ひろ美 面迫 真由美

呉西体協A 石田 礼子 蔦中 恵美 石田 礼子
呉西体協B 神尾 ひろ子 神尾 ひろ子 田島 朝子
呉西体協C 藤本 幸子 藤本 幸子 片本 すみゑ

呉ピンポンクラブA 中西 章子 中西 章子 石川 礼子
呉ピンポンクラブB 栗原 啓子 栗原 啓子 道本 香須美 西村 早苗
 昭和クラブ  川島 久美子  川島 久美子 岡本 百合江

SK 小林 景子 山田 のどか 加藤 瑛大 山田 修輝 谷 康輔
広島フェニックス 大畑 かおる 住川 真由美 住川 将 ｸﾞｴﾝ･ｶｯｸ ｳﾞｪｯﾄ 姚 逸霄
ヒロタクスポーツ 吉川 英司 小櫻 蒼昊 田中 遥翔 横山 彦輝

ＳＨＩＫＩＳＡＩ 肖 香津美 平川 智一 山本 紋寧 平川 詩織 野村 真世
SK(A) 二神 麻未 谷 カヨ 二神 咲来 二神 咲歩 小林 真愛 谷 彩花
SK(B) 嘉屋重 正弘 野津 聖香 嘉屋重 舞 野津 実佑 小林 優愛
広島フェニックス 大畑 徹夫 松本 由恵 松本 唯花 上田 歩果 住川 詩織

＊チーム名のABCは申込順です。ご了承ください。
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