
主　　催：愛知県卓球協会

令和4年8月16日（火）

パロマ瑞穂アリーナ

a b c d e コート

前田 青海 岡田 鉄平 森 千碩 河村 優太 水野 徳希

（姚ＪＴＣ） （ＴＯＹＯＴＡ　ＳＫＹ　Ｊｒ） （名古屋中） （Ｍ－ｔｗｏ） （吉根中）

羽田 敦紀 戸田 文殊 下田 琉翔 田中 崚 奥井 登夢

（名古屋中） （Ｍ－ｔｗｏ） （ピンテック） （有松ＥＣ） （名古屋中）

岩田 湧羽 山本 優輝 榊原 正悟 栗田 慧 佐々木 蒼空

（ＣＯＳＭＩＣ） （名古屋中） （富貴ジュニア） （名古屋中） （ＹＮＳ卓球スクール）

佐々木 嶺羽 中村 誠大 糸本 有輝 宮治 真叶 鈴木 遼生

（Ｓ．みなみ） （フレンドシップ） （名古屋中） （Ａｈｓｈ．ＴＴＣ） （ＳＣゴツムリ）

古橋 明陽 深澤 太馳 成田 裕樹 服部 新 酒井 菜由汰

（名古屋中） （若草クラブ） （フォレスト） （名古屋中） （米田道場）

山口 佳汰 中村 琉暉 江坂 斗亜 深川 大智 尾関 澪

（うばこやまＪｒ．） （名古屋中） （ＳＨＩＮＥ） （東名卓球ジム） （名古屋中）

馬場 航 篠田 朋孝 山本 凌雅 杉村 虎珀 平松 晴真

（サードプレイス） （リバーウエスト） （名古屋中） （たかはまＳＣ） （御津クラブ）

坂本 晄太郎 大島 碧 瀬古 柚太 水野 孝太郎 權田 賢輝

（滝ノ水） （名古屋中） （米田道場） （名古屋中） （ＡＳＵＲＡ）

楠木 睦 山田 琳瑚 太田 悠熙 飯干 瑛太 浅見 光

（常滑クラブ） （さくら卓球道場） （名古屋中） （卓伸クラブ） （Ａｈｓｈ．ＴＴＣ）

駒月 惟乙 鈴木 新平 内ヶ島 慶一 船山 広太郎 小出 日向

（名古屋中） （すずや） （卓伸クラブ） （みつのきＴＴＣ） （名古屋中）

角出 奨衛 杉村 虎助 上田 侑芽 伊藤 蓮 中根 祥人

（東名卓球ジム） （たかはまＳＣ） （ＹＮＳ卓球スクール） （名古屋中） （月曜クラブ）

平岩 卓 堀内 宙 大澤 理仁 段 豪軒 田原 昂晟

（タイコウジュニア） （名古屋中） （Ａｈｓｈ．ＴＴＣ） （卓伸クラブ） （富貴ジュニア）

吉田 海智 片石 千裕 川島 侑大 山口 暖太 亀井 駿親

（名古屋中） （刈谷ＫＨ） （サードプレイス） （ＳＣゴツムリ） （名古屋中）

高須 涼介 石野 雄也 河村 健太 吉岡 悠真 沓名 輝

（ＫＳＳ卓球ＳＣ） （名古屋中） （Ｍ－ｔｗｏ） （フレンドシップ） （ＳＨＩＮＥ）

成重 朱里 丹羽 遥人 近藤 直樹 孟 世桯 三輪 煌介

（吉根中） （卓伸クラブ） （月曜クラブ） （名古屋中） （フォレスト）

中川 翔太 三品 知輝 岡本 好佑 浅見 優介 神戸 颯太

（名古屋中） （米田道場） （ピンテック） （Ａｈｓｈ．ＴＴＣ） （フレンドシップ）

早川 侑希 大脇 奏人 鈴木 燿人 坂本 旺太郎 鈴木 佑真

（ピンテック） （三好クラブ） （名古屋中） （滝ノ水） （うばこやまＪｒ．）

權田 直聡 日比野 泰 岡田 光夢 井村 奏太 花木 龍斗

（ＡＳＵＲＡ） （名古屋中） （卓伸クラブ） （名古屋中） （たかはまＳＣ）

水野 剛宏 兼山 航輝 平野 令 大島 淳平 都築 遼伍

（名古屋中） （ＹＮＳ卓球スクール） （たかはまＳＣ） （サードプレイス） （名古屋中）

岡本 悠希 増永 亮太 眞野 饗生 磯村 晃佑 川又 悠

（富貴ジュニア） （ＫＡＫＥＲＵ） （名古屋中） （ＳＨＩＮＥ） （ＳＣゴツムリ）

飯田 絢士 川又 慶 青木 前歩 佐野 栄亮 道川 椎太

（Ａｈｓｈ．ＴＴＣ） （ＳＣゴツムリ） （フレンドシップ） （名古屋中） （サードプレイス）

永田 結大 井口 剛 飯田 海斗 大東 快音 鈴木 瑛士

（名古屋中） （たかはまＳＣ） （フォレスト） （名古屋中） （すずや）

金子 颯真 藤戸 研二 梅田 悠真 川合 滉大 呉竹 快太

（月曜クラブ） （サードプレイス） （名古屋中） （ピンテック） （若草クラブ）

榊原 湊太郎 浅井 聡 中川 結翔 田中 陸空 樋口 裕真

（有松ＥＣ） （名古屋中） （東名卓球ジム） （姚ＪＴＣ） （名古屋中）

乾 志輝 小山 翔大 上原 漸 南光 建成 髙木 偉

（名古屋中） （Ｍ－ｔｗｏ） （うばこやまＪｒ．） （名古屋中） （卓伸クラブ）

江坂 亮汰 奥村 洋佑 小林 洸介 楠木 要 本田 創麻

（ＳＨＩＮＥ） （名古屋中） （吉根中） （常滑クラブ） （名古屋中）

平松 大誠 飯干 聡介 杉野 早風 畔柳 雅也 川合 翔大

（御津クラブ） （卓伸クラブ） （名古屋中） （たかはまＳＣ） （ピンテック）

濱嶌 泰地 中村 清心郎 長江 誠人 溝口 聖也 宇治 隆之介

（名古屋中） （Ａｈｓｈ．ＴＴＣ） （ＹＮＳ卓球スクール） （刈谷ＫＨ） （名古屋中）

堀場 湊人 石原 叶翔 石田 創大 中瀬 篤洋 松嶋 透 29

（みつのきＴＴＣ） （ＳＣゴツムリ） （名古屋中） （ＣＯＳＭＩＣ） （東名卓球ジム） 30

服部 悠雅 有澤 統真 田原 琉晟 小出 稀平 滝川 大悟 31

（フォレスト） （名古屋中） （富貴ジュニア） （サードプレイス） （Ｍ－ｔｗｏ） 32
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○　一次リーグ後、順位別に二次リーグを行う。
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2022年　チャレンジリーグ①
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男子シングルス（一次リーグ）

1

2

3

4

5


