
主　催　：

期　日　：

会　場　：

大会役員

大会会長 佐　野　暢　俊

大会副会長 島　根　輝　治 安　西　弥一郎 遠　藤　　徹

競技役員

競技委員長 平　山　隆　行 （千葉敬愛）

競技副委員長 真　田　信　弘 （幕張総合）

審判長 小　柴　真　弓 （君津商業）

副審判長 遠　藤　　徹 （松戸六実）

進行委員長 海　保　仁　志 （県立成東）

進行副委員長 竹　林　靖　浩 （幕張総合）

会場委員長 森　　有　希 （敬愛学園）

会場副委員長 石　毛　宏　幸 （銚子商業）

補助役員 千葉敬愛高校卓球部

試合進行について

審判は各コートにある対戦カードを記入してください。

第１試合は相互審判で行ってください。（審判が出せない場合は、本部に連絡してください。）

第２試合以降は、前の試合の敗者が審判を行い、勝者は対戦カードを持って本部に報告に来てください。

試合が終了したら、各コートに置いてあるトーナメント表に勝ち上がりの赤ラインを審判が記入してください。

会場使用上の注意

館内は土足禁止です。上履きと外履きの履き替えをしっかり行ってください。

飲食は観覧席でお願いします。また、ゴミの分別をきちんと行ってください。

ロビーや通路での練習や場所取りはしないでください。

貴重品は各自で管理し、盗難等に注意してください。

成田市体育館

第６９回

東京卓球選手権大会千葉県予選会

女子ジュニアの部
結果

千葉県卓球連盟

平成２９年１月９日(月)



東京選手権千葉県予選会女子ジュニアの部

平成29年1月9日

成田市体育館

女子 (1)

横山奈々 幕張総合 42

2 田原久美子 市立松戸 小松未和

1 小林美結 木更津総合

木更津 43

市原 47

3 藤森真由 市川中 加瀬茜 匝瑳 44

4 星野彩夏 市立稲毛 羽賀七海恵 和洋国府台 45

三溝夏奈子 市川 ﾖｼｶﾜﾋﾞﾋﾞｱｰﾆ真由 市立稲毛 48

藤島千紘 薬園台 46

6 松浦綾音 成田 濱野楓

5 根本風菜 国府台

小城朱里 千葉敬愛 50

10 小野風花 拓大紅陵 安藤志麗

9 新村栞里 千葉経大附

長生 51

8 加瀬成美 銚子商業 濱野明日香 佐倉 49

7

12 大浦有珠 大多喜 小澤美里 松戸六実 53

11 滝島彩 東金商業 中村真子 大網中 52

15 棚橋くるみ 幕張総合 佐藤優香 銚子商業 56

鈴鹿優花 一宮商業 54

14 西澤碧 松戸国際 辻北安悠実

13 安藤理子 和洋国府台

国府台 55

佐倉 佐藤陽真莉

17 今関晴香 市原望洋

袖ケ浦 59

16 榎本喜奈 君津 佐久間美樹 八千代松陰 57

守寧々佳 君津商業 58

18 藤井冴弥子

20 大槻久琉海 若松 竹中幸恵 千葉経大附 61

19 塙珠緒 匝瑳 日高綾乃 千城台 60

22 田中友望 松戸六実 島田彩絵

21 山口瑞生 千葉敬愛

23 森川未歩 姉崎 江崎萌々子 船橋東 64

高根詩絵里 和洋国府台 62

松戸国際 63

66

26 野田碧 八千代松陰 夏目望央

25 伊藤由華 和洋国府台

土気 67

24 山﨑千聖 船橋北 今井仁奈 敬愛学園 65

28 澤田里奈 佐原白楊 越川七瀬 東京学館 69

27 大西空 一宮商業 吉住咲輝 東金 68

相馬満理奈 八千代

31 遠藤茉裕 幕張総合 須郷未帆 東金商業 72

石毛優賀 佐原白楊 70

30 池上真央 拓大紅陵 田邉結子

29 押本里桜 安房西

拓大紅陵 71

33 鳥谷さおり 昭和秀英

市立銚子 75

32 平山愛梨 成田国際 麻生真由 昭和学院 73

土井真琴 幕張総合 74

34 大ハ木菜帆 千葉聾 野口真代

35 田中里歩 木更津 鈴木あすみ 四街道 76

36

木更津総合 81

39 廣田恵美子 四街道 桐林万綾 我孫二

佐藤泉 千葉商大付 戸倉愛梨 安房西 77

41 近藤春菜 吾妻中

梶原くるみ 市立千葉 78

38 浪川亜美 成東 竹内萌乃

37 丑上茉優 我孫子

千葉商大付 79

80

40 小林由依 検見川 井上優香



東京選手権千葉県予選会女子ジュニアの部

平成29年1月9日

成田市体育館

女子 (2)

佐原白楊 12383 平野莉奈 千葉経大附 齋藤かおり

82 中村美玖理 和洋国府台 水岡由貴乃 幕張総合 122

85 河南華 我孫二 村杉菜々香 大多喜 125

84 大木茉菜美 松戸六実 境麻衣 姉崎 124

柴田百合子 市川中 126

87 三浦紗耶果 袖ケ浦 平山結菜

86 安部千晶 君津

松戸国際 127

88 藤代乃藍 銚子商業 秋葉萌々 土気 128

89 藤本実優 成東 井上瑞樹 実籾 129

土井ゆりあ 千葉商大付 130

91 稲葉百合子 昭和秀英 岩木春菜

90 長谷川姫乃 四街道

市立千葉 131

92 安藤理央 幕張総合 河野美那 一宮商業 132

93 中村紗希 横芝敬愛 嬉野七樺 植草学園 133

94 菅澤ゆづき 千葉敬愛

安房西 135

96 古長優妃奈 若松 若田部美穂 成田国際 136

倉持遥 千葉経大附 134

95 戸田彩加 東金 福原真桜

飯岡花音 市立銚子 138

和洋国府台 139

松戸国際

97 丸子由華 市原望洋 濵﨑渚奈 拓大紅陵 137

99 只木彩花 成田国際 澁谷咲輝

98 中村真優 船橋北

101 山﨑優花 千葉商大付 長嶋来瞳 千葉敬愛 141

横倉宝 市立松戸 140100 内藤瑠佳 市立松戸

遠藤千波 千葉経大附 142

104 梅澤茉子 市川 髙原真希 国府台 144

103 安藤愛夢 東金東中 仲田琴音

102 大関楓花

千城台 143

106 中村奈々世 銚子商業

105 藤﨑千福 成田 渡辺杏美

111 寺崎楓乃 木更津総合 畑中明

110 武田小夏 八千代松陰

109 野村菜々子 敬愛学園 殿城綾香

108 宮内優梨子 千城台 作田葵

107 滝澤みなみ 東金商業 元吉真友

匝瑳 155

稲垣実紅 船橋東 146

市原 147

銚子商業 145

検見川 154

望月博絵 八千代松陰 150

和洋国府台 151

長生 149

東京学館 148

113 大平和奈 長生 吉野愛莉 拓大紅陵 153

112 松井優佳 佐原白楊 芝崎由華 浦安 152

多田遥香 拓大紅陵 伊藤比那

114 掛百那 千葉敬愛

浅田莉沙 薬園台 石川彩

川嶋優花

115

東金 157

116 坂巻文音 国府台 三田知里 君津 156

117

大房羽実 市立稲毛 158

119 山下波な 佐倉 髙野早紀

118 長濱葵 木更津

我孫子 159

162

160

121 宇波愛佳 幕張総合 山寺悠莉 四街道 161

120 鈴木優里 君津商業 花島利奈 松戸六実

吉田みさと 木更津総合



東京選手権千葉県予選会女子ジュニアの部

平成29年1月9日

成田市体育館

女子 (3)

206

和洋国府台

昭和学院

菊地夏帆 幕張総合 204

164 八木希美 匝瑳 亀田実久

163 小室香帆

佐倉 205

165 谷山ちひろ 成田国際 米谷理奈 ﾄﾄﾛｸﾗﾌﾞ

207

鈴木美裕 市原 208

168 泉名蘭 八千代 高木美歩

167 北村菜々子 敬愛学園

銚子商業 209

166 坂本茉莉 松戸国際 三代川冬果

170 洞口愛美 姉崎 齋藤恵美子 千城台 211

169 高橋萌佳 船橋東 中村美桜 東金 210

村越ゆい

171 谷﨑加那 千城台

姉崎 213

173 鈴木愛理 千葉経大附 鈴木ゆかり 松戸六実 214

松清史佳 市立稲毛 212

172 尾崎桃香 成東

174 臼井春香 実籾 前田菜花

177 江藤優花 袖ケ浦 小池理菜

176 佐藤真尋 市川中 中野更紗

175 新田なつみ 浦安

匝瑳 218

219

藤原清奈 成田 216

船橋北 217

検見川 215

220

180 宮内彌紀 銚子商業 廣田真由

179 山本きあら 拓大紅陵

長生 221

178 門川舞美 市立松戸

223

181 高橋明里 安房西 神谷萌々菜 八千代松陰 222

182

森田向日葵 安房西

阿部美咲 拓大紅陵

遠山巴 長生 見城汐里

224

184 下場麻稀 千葉経大附 吉原あみ

183 久富彩生 幕張総合

君津商業 225

秋田千尋 千葉敬愛

227

185 高野美穂 松戸六実 神子真穂 木更津 226

186 原綾花 佐原白楊酒井麗 東金商業

228

188 藤田彩花 和洋国府台 江口玲奈

187 鈴木真弥 君津

市立松戸 229

小池伶奈 成東

231

189 多賀井雅衣 木更津 三澤莉奈 幕張総合 230

190 小尾陽菜 千葉商大付 大村月久実 成田国際

235

232

192 飯森千香子 市立銚子 高橋里帆

191 齋藤麻理奈 土気

和洋国府台 233

住友緑 県立千葉

234

239

197 大川和花 千葉敬愛 林志伸 国府台 238

遠藤陽美季 松戸国際 236

196 木村早那 県立柏 237

194 前田莉奈 国府台

240

200 川﨑美穂 一宮商業 本吉玲奈

199 後藤夏音 市立稲毛

君津 241

243

昭和秀英201 菅澤七美 佐原白楊 向後美野里

203 三田花音 木更津総合

242

202 廣本葉月 東京学館

山本桜 薬園台

櫻井沙耶 四街道

酒井玲奈 東金商業193 荻原遥夏 四街道

洞毛瑠香 木更津総合

築山風香 市川

池田麻海 千葉経大附

千葉商大付

198 久池井星香 市立千葉

195 高橋みなみ 大多喜



東京選手権千葉県予選会女子ジュニアの部

平成29年1月9日

成田市体育館

女子 (4)

佐倉 285245 小池真里奈 匝瑳 大金千夏

244 柴田あかね 幕張総合 遠藤桜菜 幕張総合jr 284

247 山田珠緒 木更津 大橋海音 成東 287

246 野尻華実 市川中 吉野香歩 袖ケ浦 286

松本珠実 匝瑳 288

249 斉藤萌香 市原望洋 島袋紗綾

248 滝口瑠衣 一宮商業

敬愛学園 289

250 熊本百恵 千葉商大付 近藤朱渚 木更津 290

251 小柴千春 君津 岡本奈巳 八千代松陰 291

国府台 日比奎南 拓大紅陵 295

西澤真依 土気 292

253 中島悠花 千葉経大附 鈴木麗音那

252 王子エリカ 八千代松陰

和洋国府台 293

254 安西青葉 拓大紅陵 中田由紀乃 佐原白楊 294

257 鈴木彩生 成田 宇山めぐみ

256 伊藤千夏 市立松戸 石田彩夏 検見川 296

安房西 297

255 白鳥花瑠香

山岡絵理奈 千葉聾 津曲美和 国府台 299

258 高野さやか 薬園台 小野日菜子 薬園台 298

259

銚子商業 児玉奈巳 幕張総合 303

今関梨乃 東金商業 300

261 山本咲生 四街道 荒野文花

260 西遥奈 敬愛学園

松戸国際 301

262 高橋桃花 東金 原明日香 四街道 302

鈴木ひより

264 村上奈々 和洋国府台 青山実希 和洋国府台 304

265 中島可奈子 松戸六実 東京学館 305

263 山口直美

良川千花咲 若松 307

266 石井彩愛 我孫二 佐伯裕奈 佐原白楊 306

木下裕香乃 拓大紅陵 310

豊田有香 市立松戸 311

森田志穂 市立稲毛 308

塩田萌恵 長生 309

加藤綾恵 千葉敬愛 312

阿部海輝香 幕張総合

274 泉百夏 佐原白楊 須永知美 我孫子

273 杉田まりな 大多喜

271 村井紫音 成田国際

272 安部望 姉崎

317

275 山下奈瑠美 市原

千葉商大付 313

315

314

石川莉沙

古姓睦菜

276 南波萌乃 船橋東

昭和学院

森田美紗 銚子商業 316

277 稲村奏絵 市川

松本萌愛 成田国際 319

278 千葉愛梨 幕張総合 川名望月 一宮商業 318

瀬田康菜 松戸六実 320

君津商業 321

324

322

平野璃子

中川育美

石丸楓子

281 髙林真子 東金商業

四街道 323

千葉経大附

計良和花 木更津総合

282 齋藤日菜子 松戸国際

市川中

283 安藤聖羅 千葉敬愛

267 島田佳織 昭和秀英

280 金本菜摘 検見川

279 大城未悠奈

270 岩間歩里 安房西

269 林葵 市立銚子

268 渡邉安奈 千城台



女子上位

３位決定戦

TOKYO　OPEN　２０１７　第６９回東京卓球選手権大会
期日 平成２９年３月１日～５日
会場 東京体育館

小林　美結 木更津総合

洞毛　瑠香 木更津総合

C 洞毛　瑠香 木更津総合

D 柴田　あかね 幕張総合

A 小林　美結 木更津総合

B 吉田　みさと 木更津総合


