
      年代別シングルス（男子・女子）

      ラージボール（男子・女子）

令和元年度
大田区卓球選手権大会（一般の部）

■令和２年１月１９日（日） 午前９時開場■
   会場：大森スポーツセンター
   種目：一般シングルス（男子・女子）

後援

大田区国際都市・多文化共生推進課

東京都卓球連盟

主催

大田区卓球連盟



(Funball)

男子シングルス
ベスト１６以上
（入賞ベスト８）

中島（由） (HTS) 1 56 君 (NAC)

埴原 (南六郷卓球場) 8 65 北原

(南六郷卓球場)

吉村 (大勤ク) 20 70 松渕 (Orange)

大津 (Orange) 27 79 岡部

(大勤ク)

尾崎 (南六郷卓球場) 28 84 横井 (SANSEI)

鈴木 (HTS) 38 92 岡田

(Orange)

三瓶 (NAC) 42 98 田﨑 (大勤ク)

兼子 (ぐらんてぃ~る) 55 110 吉田（文）

順位表
優勝 松渕 (Orange)
準優勝 埴原 (南六郷卓球場)
ベスト４ 吉田（文） (Orange)
ベスト４ 尾崎 (南六郷卓球場)
ベスト８ 北原 (Funball)
ベスト８ 大津 (Orange)
ベスト８ 横井 (SANSEI)
ベスト８ 三瓶 (NAC)
ベスト１６ 岡部 (南六郷卓球場)
ベスト１６ 中島（由） (HTS)
ベスト１６ 田﨑 (大勤ク)
ベスト１６ 鈴木 (HTS)
ベスト１６ 君 (NAC)
ベスト１６ 吉村 (大勤ク)
ベスト１６ 岡田 (大勤ク)
ベスト１６ 兼子 (ぐらんてぃ~る)



ベスト１６ 河⻄ (HTS)
ベスト１６ 井口 (クローバー)

ベスト１６ 照田 (Orange)
ベスト１６ 大塚（由） (たんぽぽ)

ベスト１６ 内田 (クローバー)
ベスト１６ 小海 (TTfr)

ベスト１６ 杉浦 (出雲ク)
ベスト１６ 三宅 (茉莉花)

ベスト８ 佐藤 (萩中ク)
ベスト８ 松岡 (Orange)

ベスト８ 高森 (ぐらんてぃ~る)
ベスト８ 伊藤 (クローバー)

ベスト４ 鈴木 (卓夢)
ベスト４ 粟生 (萩中ク)

順位表
優勝 吉田 (Orange)
準優勝 小渡 (アプリコ)

(Orange)

伊藤 (クローバー) 26 59 杉浦 (出雲ク)

大塚（由） (たんぽぽ) 33 67 吉田

(Orange)

小渡 (アプリコ) 18 51 高森 (ぐらんてぃ~る)

三宅 (茉莉花) 25 55 照田

(萩中ク)

井口 (クローバー) 10 44 河⻄ (HTS)

松岡 (Orange) 17 50 佐藤

(卓夢)

女子シングルス
ベスト１６以上
（入賞ベスト４）

粟生 (萩中ク) 1 34 内田 (クローバー)

小海 (TTfr) 6 42 鈴木



55 兼子 (ぐらんてぃ~る)

大津 (Orange) 27 54 立花 (どんぐり)

土井 (キヤノン) 26 53 小林 (矢卓ドリーム)

細井 (上池台) 25 52 松本 (HTS)

八代 (HTS) 24 51 遠藤 (パイオニア)

霜 (T.CREW) 23 50 内藤 (出雲ク)

⻄⽥ (アプリコ) 22 49 先⽥ (TTC)

⿊坂 (矢卓ドリーム) 21 48 竹村 (Orange)

吉村 (大勤ク) 20 47 山下 (卓馬ク)

泉 (梅屋敷卓球ク) 19 46 澤⽥ (アプリコ)

倉又 (SANSEI) 18 45 藤野 (大勤ク)

吉⽥（照） (Orange) 17 44 吉⽥ (蒲⽥TC)

成⽥ (ACE) 16 43 中島 (蓮)

宇野 (鷲卓会) 15 42 三瓶 (NAC)

赤羽 (NAC) 14 41 小川 (Orange)

安⽥ (大勤ク) 13 40 瓜谷 (池上ク)

⽥邊 (キヤノン) 12 39 糟谷 (キヤノン)

中石 (NAC) 11 38 鈴木 (HTS)

久保木 (TTC) 10 37 武⽥ (アプリコ)

駒井 (パイオニア) 9 36 野口 (SUCNEO)

埴原 (南六郷卓球場) 8 35 野本 (SANSEI)

日高 (Orange) 7 34 道本 (鷲卓会)

⻄東 (蒲⽥TC) 6 33 石井 (糀谷ク)

石岡 (矢卓ドリーム) 5 32 村橋 (出雲ク)

赤木 (出雲ク) 4 31 松岡 (Orange)

飯村 (TTfr) 3 30 松岡 (矢卓ドリーム)

小林 (コスモス会) 2 29 北野 (六郷スマッシュ)

中島（由） (HTS) 1 28 尾崎 (南六郷卓球場)

名前 （チーム名） 一般男子（１） 名前 （チーム名）

（入賞ベスト８）



宇⽥ (出雲ク) 83

四十物 (SANSEI) 82 110 吉田（文） (Orange)

小⽥切 (HTS) 81 109 内⽥ (梅屋敷卓球ク)

阿部 (六郷スマッシュ) 80 108 豊原 (蒲⽥TC)

岡部 (南六郷卓球場) 79 107 松浦 (NAC)

小貝 (キヤノン) 78 106 菊⽥ (出雲ク)

中村 (矢卓ドリーム) 77 105 土居 (HTS)

⻑谷川 (T.CREW) 76 104 大城 (矢卓ドリーム)

栗原 (蒲⽥TC) 75 103 ⽥村（潤） (南六郷卓球場)

稲沢 (TTfr) 74 102 佐藤 (アプリコ)

⻄尾 (大勤ク) 73 101 新宮 (Orange)

高橋 (NAC) 72 100 古河 (蓮)

七條 (蓮) 71 99 里見 (卓馬ク)

松渕 (Orange) 70 98 ⽥﨑 (大勤ク)

中野 (Orange) 69 97 高野 (キヤノン)

赤池 (鷲卓会) 68 96 上江 (パイオニア)

石川 (HTS) 67 95 醍醐 (糀谷ク)

伊藤 (池上ク) 66 94 宋 (矢卓ドリーム)

北原 (Funball) 65 93 吉⽥ (南六郷卓球場)

石川 (キヤノン) 64 92 岡田 (大勤ク)

岡野 (卓馬ク) 63 91 中⽥ (Orange)

徳留 (アプリコ) 62 90 新井 (NAC)

飯島 (TTC) 61 89 中川 (鷲卓会)

永久保 (矢卓ドリーム) 60 88 ⻑瀬 (出雲ク)

栂野 (Orange) 59 87 峰村 (HTS)

間 (大勤ク) 58 86 里井 (アプリコ)

福島 (ACE) 57 85 赤井澤 (TTC)

君 (NAC) 56 84 横井 (SANSEI)

（チーム名） 一般男子（２） 名前 （チーム名）名前

（入賞ベスト８）



67 吉田 (Orange)

名前 （チーム名） 名前 （チーム名）

入賞ベスト４

大塚（由） (たんぽぽ) 33 66 伊藤 (SANSEI)

小松 (桜坂ク) 32 65 池⽥ (卓栄会)

藤⽥ (どんぐり) 31 64 榊（あ） (どんぐり)

中島 (卓栄会) 30 63 勝 (アプリコ)

吉垣 (SANSEI) 29 62 後藤 (蒲⽥TC)

越 (萩中ク) 28 61 中嶋 (ACE)

安井 (ACE) 27 60 町⽥ (あかしあ)

伊藤 (クローバー) 26 59 杉浦 (出雲ク)

三宅 (茉莉花) 25 58 鈴木 (萩中ク)

町⽥ (あかしあ) 24 57 宮澤 (クローバー)

葛⻄ (卓夢) 23 56 石井 (SANSEI)

佐藤 (ぐらんてぃ~る) 22 55 照⽥ (Orange)

市川 (卓栄会) 21 54 ⽥島 (卓栄会)

神頭 (Orange) 20 53 深川 (TTC)

松本 (TTfr) 19 52 菅原 (あかしあ)

小渡 (アプリコ) 18 51 高森 (ぐらんてぃ~る)

松岡 (Orange) 17 50 佐藤 (萩中ク)

小藤 (キヤノン) 16 49 李 (キヤノン)

柴⽥ (萩中ク) 15 48 栗林 (あかしあ)

首藤 (SANSEI) 14 47 知念 (Orange)

浜野 (SUCNEO) 13 46 天野 (SANSEI)

秋葉 (ACE) 12 45 高野 (卓栄会)

加藤 (ぐらんてぃ~る) 11 44 河⻄ (HTS)

井口 (クローバー) 10 43 池⽥ (アプリコ)

榊（恵） (どんぐり) 9 42 鈴木 (卓夢)

八木 (Orange) 8 41 大塚（千） (たんぽぽ)

小池 (あかしあ) 7 40 飯村 (TTfr)

小海 (TTfr) 6 39 米満 (萩中ク)

(どんぐり)

(クローバー)

佐藤 (TTC) 2 35 成尾 (NAC)

高⽥ (NAC) 5 38 小坂 (あかしあ)

城⽥ (卓栄会) 4 37 鍋⽥ (ACE)

一般女子
粟生 (萩中ク) 1 34 内⽥

宝珠山 (SANSEI) 3 36 小笠原



58 藤⽥ (HTS)

(NAC)

57 ⻑洞 (馬込同友会)

飯島 (HTS) 28 56 君

(大森高)

永久保 (矢卓ドリーム) 27 55 古角 (HTS)

栗⽥ (⽥園調布高) 26 54 石塚

(東蒲中PTA)

尾崎 (南六郷卓球場) 25 53 徳留 (アプリコ)

栗原 (蒲⽥TC) 24 52 中川

(HTS)

八代（開） (HTS) 23 51 小貝 (キヤノン)

三瓶 (NAC) 22 50 松本

(蒲⽥TC)

佐野（楓） (HTS) 21 49 広瀬 (NAC)

木村 (NAC) 20 48 ⻄東

(出雲ク)

岡部 (南六郷卓球場) 19 47 ⽥村 (南六郷卓球場)

松浦 (NAC) 18 46 村橋

(大勤ク)

齋藤（真） (HTS) 17 45 小⽥切 (HTS)

糟谷 (キヤノン) 16 44 ⻄尾

(ACE)

五十嵐 (HTS) 15 43 川本 (HTS)

⼾賀沢 (Seedling) 14 42 酒井

(HTS)

霜 (T.CREW) 13 41 赤羽 (NAC)

山下 (卓馬ク) 12 40 近藤

(南六郷卓球場)

石川 (HTS) 11 39 北野 (六郷スマッシュ)

高橋 (NAC) 10 38 埴原

(蒲⽥TC)

豊原 (蒲⽥TC) 9 37 石川 (キヤノン)

⻄⽥ (アプリコ) 8 36 太⽥

(アプリコ)

岡田 (大勤ク) 7 35 峰村 (HTS)

新井 (NAC) 6 34 里井

(Funball)

鈴木（涼） (HTS) 5 33 岩⽥ (HTS)

吉⽥ (南六郷卓球場) 4 32 北原

(大森高)

山口 (大森高) 3 31 中石 (NAC)

佐藤 (東蒲中PTA) 2 30 高橋

中島（由） (HTS) 1 29 吉村 (大勤ク)

名前 （チーム） 男子２９才以下 名前 （チーム）

入賞ベスト４



名前 チーム 名前 チーム

(Orange)

泉 (梅屋敷卓球ク) 7 14 赤井澤 (TTC)

石井 (糀谷ク) 6 13 日高

兼子 (ぐらんてぃ~る)

大津 (Orange) 4 11 ⻑瀬

倉又 (SANSEI) 5 12

澤⽥ (アプリコ)

(出雲ク)

久保木 (TTC) 3 10

松渕 (Orange)

竹村 (Orange) 2 9 野本 (SANSEI)

男子３０代
入賞ベスト２

横井 (SANSEI) 1 8



名前 チーム 名前 チーム

(蒲⽥TC)

佐藤（邦） (東蒲中PTA) 13 26 里見 (卓馬ク)

内藤 (出雲ク) 12 25 吉⽥

(久が原ガイズ)

宋 (矢卓ドリーム) 11 24 安田 (大勤ク)

吉田 (Orange) 10 23 金子

(矢卓ドリーム)

飯村 (TTfr) 9 22 小川 (Orange)

岡野 (卓馬ク) 8 21 中村

(出雲ク)

森⽥ (ムサシク) 7 20 佐藤 (アプリコ)

坪木 (徳持同) 6 19 赤木

藤野 (大勤ク) 5 18 野口 (SUCNEO)

花田 (蒲田宴) 4 17 福島

菊⽥ (出雲ク) 3 16 林 (Orange)

(ACE)

七條 (蓮) 2 15 小林 (大勤ク)

男子４０代
入賞ベスト４

高野 (キヤノン) 1 14 杉浦 (梅屋敷卓球ク)



名前 チーム 名前 チーム

(ACE)小林 (コスモス会) 16 32 木村

(Orange)

稲沢 (TTfr) 15 31 中村 (TTC)

⽥邊 (キヤノン) 14 30 中野

(鷲卓会)

吉田（照） (Orange) 13 29 渡辺 (東蒲中PTA)

川上 (TTC) 12 28 大柴

(蓮)

赤池 (鷲卓会) 11 27 石岡 (矢卓ドリーム)

武田 (アプリコ) 10 26 古河

(蒲⽥宴)

細井 (蒲⽥宴) 9 25 奥田 (馬込同友会)

栂野 (Orange) 8 24 花⽥

(アプリコ)

飯島 (TTC) 7 23 小林 (矢卓ドリーム)

森⽥ (IPT) 6 22 福田

成⽥ (ACE) 5 21 駒井 (パイオニア)

鄭 (どんぐり) 4 20 中川

中川 (東蒲中PTA) 3 19 土井 (キヤノン)

(鷲卓会)

中島 (蓮) 2 18 新宮 (Orange)

男子５０代
入賞ベスト４

大城 (矢卓ドリーム) 1 17 田﨑 (大勤ク)



名前 チーム 名前 チーム

阿部 (六郷スマッシュ) 16

(Orange)

遠藤 (パイオニア) 15 31 上江 (パイオニア)

⻑⾕川 (T.CREW) 14 30 白井

(大勤ク)

石井 (馬込同友会) 13 29 道本 (鷲卓会)

石村 (しらさぎ会) 12 28 高野

(Orange)

内田 (Orange) 11 27 宇野 (鷲卓会)

小⻄ (鷲卓会) 10 26 中田

(NAC)

久保 (徳持同) 9 25 内田 (梅屋敷卓球ク)

松岡 (矢卓ドリーム) 8 24 落合

(馬込同友会)

先田 (TTC) 7 23 宇⽥ (出雲ク)

間 (大勤ク) 6 22 小野

本山 (鷲卓会) 5 21 鈴木（重） (鷲卓会)

松岡 (Orange) 4 20 竹澤

細井 (上池台) 3 19 土居 (HTS)

(Orange)

(矢卓ドリーム)

大⿊ (蒲⽥宴) 2 18 四十物 (SANSEI)

男子６０代
入賞ベスト４

板倉 (鷲卓会) 1 17 ⿊坂



名前 チーム 名前 チーム

※#17が棄権したため、#10⇒#17へ移動

2和泉 (大勤ク) ○ ×

3

伊藤 (池上ク) ○ ○ 1

金子 (Orange) × ×

2

準決勝リーグ２

金子 伊藤 和泉 順位

7 瓜⾕ (池上ク) × ○

1

4 菅野 (どんぐり) × × 3

1 今出川 (Seedling) ○ ○

準決勝リーグ１

今出川 菅野 瓜谷 順位

鴨志⽥ (しらさぎ会) 10 20 萩原

醍醐 (糀谷ク) 9 19 吉川 (糀谷ク)

須藤 (SUC矢卓) 8 18 和泉

瓜⾕ (池上ク) 7 17 鴨志⽥ (しらさぎ会)

河⽥ (蒲⽥宴) 6 16 伊藤

(大⽥PKク)

藤枝 (糀谷ク) 5 15 吉⽥ (SUC矢卓)

菅野 (どんぐり) 4 14 岡本

谷沢 (六郷スマッシュ) 2 12 立花 (どんぐり)

決勝戦へ

決勝戦へ

ベスト４入賞

ベスト４入賞

男子７０代
入賞ベスト４

今出川 (Seedling) 1 11 金子 (Orange)

小俣 (馬込同友会) 3 13 藤⽥ (らいむ)

(池上ク)

(大勤ク)

(徳持同)



名前 チーム 名前 チーム

(馬込同友会)志村
伊藤 (大⽥PKク)

吉岡 (MTC) 4 8

高橋 (樟ク) 3 7

薮井 (悠遊)

巖 (大田PKク) 2 6 佐々木 (どんぐり)

男女８０以上
入賞ベスト２

真宅 (馬込同友会) 1 5



名前 チーム 名前 チーム

(らいむ)小藤 (キヤノン) 8 16 佐藤

(ぐらんてぃ~る)

豊原（歩） (NAC) 7 15 成尾 (NAC)

渡部 (NAC) 6 14 佐藤

高⽥ (NAC)

佐藤 (TTC) 4 12 大塚（千）

浜野 (SUCNEO) 5 13

李 (キヤノン)

(たんぽぽ)

豊原（祐） (NAC) 3 11

高橋（夏） (NAC)

加藤 (ぐらんてぃ~る) 2 10 河⻄ (HTS)

女子３９才以下
入賞ベスト２

池⽥ (アプリコ) 1 9



1
4
8

3
内田 (クローバー) × ○ 2
大塚 (たんぽぽ) × ×

順位
小渡 (アプリコ) ○ ○ 1

小渡 大塚 内⽥

女子４０代
入賞ベスト２

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(TTfr)

小渡
(アプリコ)

照⽥
(Orange)

深川
(TTC)

天野
(SANSEI)

松本
(TTfr)

決勝リーグ

神頭
(Orange)

内田
(クローバー)

藤⽥
(どんぐり)

大塚
(たんぽぽ)

高森
(ぐらんてぃ~る)

飯村



名前 チーム 名前 チーム

38 知念 (Orange) × ×

1

4 榊（恵） (どんぐり) ○ × 2

1 杉浦 (出雲ク) ○ ○

杉浦 榊（恵） 知念 順位

(どんぐり)

中嶋 (ACE) 11 23 花⽥ (蒲⽥宴)

小池 (あかしあ) 10 22 鈴木

(ACE)

米満 (萩中ク) 9 21 鈴木 (卓夢)

知念 (Orange) 8 20 安井

(ACE)

(あかしあ)

佐藤 (茉莉花) 7 19 中島（恵） (卓栄会)

菊地 (糀谷ク) 6 18 小坂

(あかしあ)

15 後藤 (蒲田TC)

榊（恵） (どんぐり) 4 16 榊（あ） (どんぐり)

(茉莉花)

高野 (卓栄会) 2 13 結城 (TOKI)

決勝戦へ

ベスト４入賞

女子５０代
入賞ベスト４

杉浦 (出雲ク) 1 12 三宅

宮澤 (クローバー) 3 14 町⽥

葛⻄ (卓夢) 5 17 鍋⽥

準決勝リーグ



名前 チーム 名前 チーム

(あかしあ)石井 (SANSEI) 12 24 栗林

(萩中ク)

越 (萩中ク) 11 23 宝珠山 (SANSEI)

田島 (卓栄会) 10 22 佐藤

(蒲田宴)

市⽥ (桜坂ク) 9 21 池⽥ (卓栄会)

高橋 (大森⻄ク) 8 20 小島

(卓栄会)

松岡 (Orange) 7 19 刈屋 (どんぐり)

菅原 (あかしあ) 6 18 市川

小松 (桜坂ク)

吉垣 (SANSEI) 4 16 首藤

小泉 (TOKI) 5 17

柴⽥ (萩中ク)

(SANSEI)

小笠原 (どんぐり) 3 15

13 伊藤 (クローバー)

城⽥ (卓栄会) 2 14 伊藤 (SANSEI)

女子６０代
入賞ベスト４

粟生 (萩中ク) 1



名前 チーム 名前 チーム

※#2が棄権したため、#9⇒#2に移動

(萩中ク)

佐々木 (卓夢) 7 14 北村 (大森⻄)

八木 (Orange) 6 13 岡本

福⽥ (TOKI)

児玉 (MTC) 4 11 高橋

堀内 (あかしあ) 5 12

片岡 (MTC)

(糀谷ク)

松本 (どんぐり) 3 10

井口 (クローバー)

勝 (アプリコ) 2 9 勝 (アプリコ)

女子７０代
入賞ベスト２

鈴木 (萩中ク) 1 8



順位 名前 チーム 名前 チーム 順位

※#18,19が棄権したため、#17,#20,#21,#22でリーグ戦に変更

× ○

1

5 小林 (大勤ク) × × 3

1 板倉 (鷲卓会) ○ ○

準決勝リーグ

板倉 小林 今出川 順位

金野 (蒲⽥宴) 22 木村 (ACE)10

(蒲⽥宴)

鈴木 (卓馬ク) 21 福田 (アプリコ)

吉川 (糀谷ク) 8 20 花⽥（芳）

今出川 (Seedling) 7 19 落合 (NAC)

18 毛利 (萩中ク)

高橋 (萩中ク) 17 小⻄ (鷲卓会)

小林 (大勤ク) 16 谷沢 (六郷スマッシュ)

(大森ラージ)

(どんぐり)

鄭 (どんぐり) 4 15 本山 (鷲卓会)

14 菅野

(蒲田宴)

石井 (馬込同友会) 2 12 林 (Orange)

決勝戦へ

ベスト４入賞

男子ラージ
入賞ベスト４

板倉 (鷲卓会) 1

5

6

9

細井 (蒲⽥宴) 3

11 花田（正）

13 佐藤

27 今出川 (Seedling)



順位 名前 チーム 名前 チーム 順位

(MTC)

高橋 (大森⻄ク)

片岡

松本 (どんぐり)佐藤 (茉莉花) 7

14吉岡 (MTC) 6

15

北村

小島 (蒲田宴) 4 福田 (TOKI)

(大森⻄ク) 5

12

高橋

11 鳴島

13

(糀⾕ク)

(大森ラージ)

菊地 (糀谷ク) 3 10

野原 (アプリコ)

堀内 (あかしあク) 2 9 鈴木 (どんぐり)

女子ラージ
入賞ベスト２

刈屋 (どんぐり) 1 8


