
2021年度全日本卓球選手権大会ジュニアの部飛騨地区予選
2021/08/01  飛騨ビッグアリーナ
男子シングルス

GH 尾崎　翔大 (高山工業) OP 纐纈　陽大 (高山西)

EF 青柳　翔 (吉城) MN 中舎　慶次郎 (斐太)

(日枝中)

CD 中居　暉 (益田清風) KL 西畠　空輝 (飛騨高山)

85 森本　晃生 (益田清風)
敗者復活戦

AB 田中　宥行 (松倉中) IJ 原田　純也

42 岩腰　丈太朗 (斐太) 84 牧田　直樹 (東山中)

82 小坂　柚輝 (白川学園)
P

41 望月　叶羽 (飛騨高山) 83 森下　颯太 (松倉中)

39 田中　健心 (丹生川中) 81 西　春来 (斐太)
H

40 上田　晃道 (東山中)

36 伊藤　優樹 (高山西) 78 甲　慶汰 (高山工業)

38 尾崎　翔大 (高山工業) 80 今井　尋登 (高山工業)

37 水上　龍雅 (吉城) 79 纐纈　陽大 (高山西)

34 沼澤　空 (斐太) 76 池田　星瑛 (古川中)
G O

35 梅田　樹 (竹原中) 77 幅野　蓮音 (吉城)

33 吉本　龍輝 (松倉中) 75 伊藤　聡琉 (東山中)

32 橋本　空 (益田清風) 74 中野　翔 (松倉中)

31 桒原　大和 (高山工業) 73 中舎　慶次郎 (斐太)

(斐太) 71 高畠　暖人 (東山中)

30 前澤　亮翔 (飛騨高山) 72 橋本　拓海 (松倉中)

28 平田　龍梧 (日枝中) 70 砂田  健太郎 (飛騨高山)
F N

29 逸見　剛義

27 今井　柊斗 (下呂中) 69 松山　将太 (高山工業)

(松倉中) 67 岩水　健汰 (松倉中)

26 青柳　翔 (吉城) 68 後藤 卓身 (斐太)

24 冠者　力斗 (東山中) 66 石濱　侑耶 (東山中)
E M

25 小林　莞汰

23 牧田　悠和 (高山工業) 65 下手　響己 (吉城)

22 桒田　教浩 (高山西) 64 大塚　颯人 (高山西)

21 和田　康汰 (飛騨高山) 63 下鍛冶　琉弥 (高山工業)

(東山中) 61 岩腰　航之介 (東山中)

20 奥田　啓人 (松倉中) 62 井ノ上　幸祐 (吉城)

18 福岡　凌 (斐太) 60 音石　蒼太 (丹生川中)
D L

19 大豆村　碧

17 森　大平 (国府中) 59 田中　悠太 (斐太)

(清見中) 57 西畠　空輝 (飛騨高山)

16 橋戸　龍生 (高山工業) 58 櫻井　彩煌 (松倉中)

14 嶋瀬　結也 (東山中) 56 小林　大起 (斐太)
C K

15 吉井　大裕

13 戸之洞　悠 (吉城) 55 細江　清之助 (下呂中)

12 中居　暉 (益田清風) 54 田口　千博 (益田清風)

11 長谷川　英汰 (高山西) 53 桑　陵介 (松倉中)

(飛騨高山) 51 梅田　玲央 (竹原中)

10 木下　尋翔 (松倉中) 52 森下　滉一朗 (高山工業)

8 橘　優希 (東山中) 50 荒井　翔吾 (東山中)
B J

9 塚腰　翼

5 吉本　昊生 (高山工業) 47 原田　純也 (日枝中)

7 森本　翔太 (吉城) 49 種蔵　寛太 (斐太)

6 牧田　一輝 (高山工業) 48 下清水　駿 (益田清風)

3 木村　碧杜 (斐太) 45 宮地　省吾 (東山中)
A I

4 田中　宥行 (松倉中) 46 中林　一葉 (吉城)

2 平野　晃誠 (東山中) 44 新田　玲雄 (高山工業)

1 奥田　将平 (益田清風) 43 橋本　太一 (飛騨高山)



(丹生川中)

Q敗者 R敗者
下村　梨紗 (高山) 清水　ゆりな (丹生川中)

岩田　梨沙 (高山) MN 若田　寧南 (高山)

(高山西)

CD 下村　梨紗 (高山) KL 渡邉　紀佳 (益田清風)

Q R

EF

AB 藤本　佑梨 (清見中) IJ 大前　佳也乃

GH 上平　千帆実 (萩原南中) OP 清水　ゆりな

18 田口　りじゅ (益田清風) 37 鷲塚　明日香 (高山)

H P

19 伊藤　紗花 (斐太) 38 坂上　妃生 (益田清風)

敗者復活戦（上位３名通過）

15 長瀬　保奈実 (新宮クラブ) 34 齋藤　結衣 (斐太)

滝本　ひな (新宮クラブ)

17 上平　千帆実 (萩原南中) 36 清水　ゆりな (丹生川中)

G O

16 三浦　帆乃華 (高山) 35

13 岩田　梨沙 (高山) 32 若田　寧南 (高山)

F N

14 柚原　蒼依 (丹生川中) 33 田中　来果 (萩原南中)

(斐太)

E

11 前沢　結奏 (国府中) 30 中川　陽菜 (高山)

M

12 洞口　夏穂 (清見中) 31 松井　遙海 (国府中)

7 松下　加奈 (高山) 26

10 島　妃杏莉 (益田清風) 29 小川　陽

6 舟崎　悠香 (高山西) 25 橘　瑞希 (高山)

谷村　美咲 (中山中) 28 川元　美夏 (中山中)

L

渡邉　紀佳 (益田清風)

8 下村　梨紗 (高山) 27 榎　羽椛 (高山)

D

9

C K

4 藤本　佑梨 (清見中) 23 大前　佳也乃 (高山西)

B J

5 林　梓紗 (斐太) 24 山口　連花 (丹生川中)

3 蒲　春花 (高山) 22 谷村　美花 (新宮クラブ)

I

2 内方　更紗 (丹生川中) 21 土本　ひらり
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シングルス（女子）

1 上平　愛実 (益田清風) 20 上手　美憂 (益田清風)

A

(高山)


