
令和５年１月１５日
飛騨高山ビッグアリーナ２０２３年新春　飛騨オープン卓球大会

中学生以下男子シングルス

若田　輝 (日枝中)100

2 ｂｙｅ 田中　照 (萩原北中)101ｂｙｅ 大坪　洸貴

1 森　凪人 (KNUCKLE) 熊﨑　広大 (竹原中)34 67 清水　陸翔 (日枝中)

3 野首　僚佑 (日枝中) 古田虎之介 (日枝中)36 69

(国府中)35 68

4 大塚　駿 (中山中) 新井　桜也 (中山中)103渡邉　志音 (荘川中) 清水　秀人

38 71

(清見中)37 70

髙橋　悠也 (萩原南中) 松沢　昊 (郡南中)102

(丹生川中)39 72

丸山　依吹 (松倉中) 藤本　夏輝 (国府中)104

6 種蔵　勇飛 (東山中) 田上　翔晴 (丹生川中)105村川　満時 (東山中) 藤原　蓮斗

5 馬場　恒太 (郡南中) 西田　健寿 (中山中)

長尾泉太朗 (八幡西中) 中林　　司 (萩原南中)106

8 堺　琉晟 (丹生川中) 山﨑　結和 (東山中)107今井　太陽 (萩原北中) 田口　大悟

7 間所　優心 (国府中) 大前　悠人 (東山中)40 73

9 奥田　篤輝 (萩原北中) 田坂　幸介 (個人)42 75

(岐阜ＴＣ)41 74

10 土井　真言 (日枝中) 小笠原結羽 (日枝中)109和仁　大貴 (中山中) 戸田　健太

44 77

(松倉中)43 76

山脇　満 (国府中) 小森　凌真 (総合クラブ)108

(郡南中ｸﾗﾌﾞ)45 78

森本　啓雅 (萩原南中) 澤田　悠也 (国府中)110

12 長谷川晃志 (東山中) 池田　結陽 (中山中)111脇坂　吏輝 (白川郷学園) 中屋　堅翔

11 上坂　蓮 (下呂中) 今井　勇馬 (萩原南中)

若田咲太朗 (国府中) 山本幸之進 (荘川中)112

14 今井　蓮喜 (萩原南中) 足立　健介 (下呂中)113岩腰　蒼生 (丹生川中) 谷川　直優

13 古川　昊 (松倉中) 太田　匠哉 (東山中)46 79

15 佐藤　汰一 (国府中) 中村　賢叶 (国府中)48 81

(久々野中)47 80

16 田立　悠真 (久々野中) 丸岡　柊翔 (八幡西中)115空　寛人 (東山中) 櫻井　翔太

50 83

(日枝中)49 82

中山　唯人 (日枝中) 橋場　隆心 (松倉中)114

(萩原南中)51 84

安江　悠輝 (郡南中) 水上　慧祐 (丹生川中)116

18 尾畑　光信 (羽島中) 小池　虹太 (萩原北中)117池本　達海 (松倉中) 日下部壮哉

17 堀　莞世 (岐阜ＴＣ) 馬場　嵩真 (郡南中)

鬼頭　陸 (萩原北中) 大村　祐央 (松倉中)118

20 牧野　大悟 (東山中) 中村　春貴 (東山中)119橋詰　隼和 (日枝中) 都竹　敬登

19 杉嶋　陸 (松倉中) 平岩　凌來 (丹生川中)52 85

21 三輪　武史 (郡南中) 木村　亮太 (日枝中)54 87

(国府中)53 86

22 藤垣　日向 (国府中) 原　優生 (萩原南中)121清水　翔 (東山中) 金子洋之輔

56 89

(東山中)55 88

川端　慶介 (国府中) 若田　悠行 (日枝中)120

(荘川中)57 90

大久保透椰 (萩原南中) 林　拓歩 (国府中)122

24 細江　那直 (萩原南中) 高橋　佑和 (羽島中)123馬場　渓太 (清見中) 足利　優心

23 板谷　虹月 (中山中) 細江　翔太 (下呂中)

後藤　隼斗 (明智中) 細江　大翔 (下呂中)124

26 中家　大悟 (丹生川中) 今井　瑶介 (国府中)125秋月　星輝 (久々野中) 水口　絵採

25 圓田　海翔 (清見中) 中川　仁貴 (松倉中)58 91

27 細江　真翔 (下呂中) 駒屋　幸也 (国府中)60 93

(萩原北中)59 92

28 田口　敦芽 (国府中) 鈴木　悠月 (中山中)127池田　陽夢 (郡南中) 山下　伊織

62 95

(明智中)61 94

青木　龍月 (下呂中) 松下　空雅 (久々野中)126

(東山中)63 96

寺林　彩斗 (中山中) 鈴木　そら (東山中)128

30 上井　柾登 (松倉中) 岡本　駿 (郡南中)129坂地　宏太 (丹生川中) 松本　侑己

29 塚本　聖斗 (日枝中) 上原　克輝 (日枝中)

下畑　隆盛 (国府中) 今村　琉生 (日枝中)130

32 馬瀬戸優希 (中山中)

31 小森　凰喜 (八幡西中) 宮本　煌己 (中山中)64 97

高田　快芽 (岐阜ＴＣ) 沢津橋龍駕 (岐阜ＴＣ)132

ｂｙｅ131

33 後藤　匠輝 (萩原南中) 山本　煌大 (岐阜ＴＣ)66 99

ｂｙｅ65 98 柳原　由誠 (東山中)



1 横山　芽生 (ウエタク) 松井　乃璃 (萩原北中)47

中学生以下女子シングルス

48
3 今井　和花 (国府中) ｂｙｅ49
2 桂川　千潤 (萩原北中) 渡邉　碧美 (中山中)

50
5 伊東　咲菜 (ＳＴＴＳ) 杉本　幸穂 (ＳＴＴＳ)51
4 桑　幸那 (松倉中) 松井　友香 (松倉中)

52
7 洞口　明香 (中山中) 堀　穂南 (羽島中)53
6 熊田　結衣 (明智中) 小林　磨依 (萩原南中)

54
9 田上　千尋 (丹生川中) 畑中　咲乃 (国府中)55
8 今井　陽菜 (萩原北中) 上坂　日莉 (松倉中)

56
11 森下　花名 (松倉中) 西畠　美紀 (丹生川中)57
10 熊﨑　風花 (萩原北中) 熊﨑　夢香 (萩原北中)

58
13 横田　千遥 (国府中) 栂野　紗菜 (中山中)59
12 長沼　優奈 (ＳＴＴＳ) 大平　結楽 (ＳＴＴＳ)

60
15 岡﨑　雅 (萩原北中) 道脇　莉桜 (松倉中)61
14 桂川　弥夕 (下呂中) 中島　彩香 (萩原北中)

62
17 古瀬　絢望 (中山中) 北村亜理沙 (日枝中)63
16 加藤　紗耶 (松倉中) 枡田奈那美 (白川郷学園)

64
19 池本　桜月 (松倉中) ｂｙｅ65
18 虫賀　優依 (羽島中) 細江　希衣 (下呂中)

66
21 益田　彩雪 (日枝中) 青山いぶき (松倉中)67
20 中沖　青葉 (萩原南中) 下畑　沙來 (国府中)

68
23 伊藤　千穂 (萩原北中) 福田　心海 (ウエタク)69
22 洞口　菜那 (松倉中) 大坪　愛梨 (萩原北中)

70
25 津田明香里 (丹生川中) 仲條あゆか (松倉中)71
24 大野　礼華 (羽島中) 福田　七彩 (ＣＯＢ)

72
27 淺井理衣子 (萩原北中) 山本未来望 (ＳＴＴＳ)73
26 大橋　里咲 (国府中) 青木　陽奈 (下呂中)

74
29 田和　歩珠 (松倉中) 堀　七海 (羽島中)75
28 ｂｙｅ 今井　優輝 (萩原北中)

76
31 照元　心菜 (荘川中) 横井　沙菜 (萩原南中)77
30 柴田　夕陽 (ＳＴＴＳ) 吉永　梨乃 (国府中)

78
33 武山　夕香 (中山中) 堤　瑠璃亜 (松倉中)79
32 坂本　瑚杏 (松倉中) 都竹皐千乃 (丹生川中)

80
35 山下　紗愛 (ウエタク) 星野　香乃 (萩原北中)81
34 今井　亜咲 (萩原北中) 中村　夏萌 (中山中)

82
37 山田　寿俐 (ＳＴＴＳ) 間宮　心結 (ＳＴＴＳ)83
36 金子　桃帆 (松倉中) 今井　歩 (萩原北中)

84
39 山本　莉子 (中山中) 柏﨑　椿 (日枝中)85
38 伊藤　舞花 (萩原北中) 平田　彩花 (松倉中)

86
41 今井　望結 (竹原中) 滝本　ひな (新宮クラブ)87
40 山岸　夕莉 (丹生川中) 高橋　怜花 (下呂中)

88
43 横山　柚夏 (国府中) 長尾　胡杏 (萩原北中)89
42 細江　佑衣 (下呂中) 花田　涼夏 (中山中)

森　隆政 (ひだすぽ)
(斐太高)

9246 今井　紅華 (萩原北中) 松永　彩花 (ウエタク)

90
45 橋本　晏 (松倉中) 保木　花 (松倉中)91
44 水野なつめ (ＳＴＴＳ) 森下　真那 (国府中)

4 佐々木裕章 (高山ＴＴＣ) 52
5 ｂｙｅ 53

49
2 向畑　翔陽 (斐太高) 50
3 青木　琉晟 (萩原北中) 51

1 西保木勇斗 (ひだすぽ)

8 牧野　徹平 (益田清風高) 56
9 田口　翼 (亀井ﾁｬﾚﾝｼﾞ) 57

6 鎌田　晴陽 (関商工) 54
7 南谷　浩次 (関商工職員) 55

12 茶円　和博 (KNUCKLE) 60
13 西野　力登 (中部大学) 61

10 石原　悠太郞 (関商工) 58
11 北平　章 (Neutrino) 59

16 久富　啓太 (益田清風高教) 64
17 高井　昭良 (関商工) 65

14 鈴木　敏久 (恵那南高) 62
15 加藤　宏祈 (Neutrino) 63

20 田原　龍也 (ﾌﾟﾗｲﾑｹｱ中京) 68
21 野村　勇樹 (かえる大使) 69

18 秋月　勇人 (大野中ＯＢ) 66
19 槇本　翔陽 (関商工) 67

24 近藤　直人 (JOKER) 72
25 黒川　諒也 (ひだすぽ) 73

22 塚本　智樹 (富山大学) 70
23 桑　陵介 (益田清風高) 71

28 下山　直人 (富山大学) 76
29 渡辺　友惺 (関商工) 77

26 服部　蒼矢 (関商工) 74
27 西垣　絢哉 (県岐阜商) 75

32 倉本　昌也 (かえる大使) 80
33 中垣内　鉄平 (高山倶楽部) 81

30 小豆澤　啓 (中部大学) 78
31 小池　一浩 (関商工) 79

36 松原　燎 (亀井ﾁｬﾚﾝｼﾞ) 84
37 田中　昌幸 (高山ＴＴＣ) 85

34 今井　柊斗 (益田清風高) 82
35 宗形　翼 (斐太高教) 83

40 松本　和之 (高山市役所) 88
41 香村　陽斗 (岐阜高専) 89

38 高橋　拓巳 (関商工) 86
39 星野　柊哉 (益田清風高) 87

44 ｂｙｅ 92
45 中野　翔 (高山工業高) 93

42 加藤　悠太 (ひだすぽ) 90
43 中内　滉希 (富山大学) 91

48 池田　暁仁 (関商工) 96

1 勝又　史子 (KNUCKLE) 中村　聡里 (斐太高)9
46 逸見　剛義 (斐太高) 94
47 坂澤　将太 (Neutrino) 95

2 ｂｙｅ ｂｙｅ10
3 福田　花香 (ＣＯＢ) 熊﨑　紫瑛 (益田清風高)11

7 丸岡　愛佳 (斐太高) ｂｙｅ15

4 上手　美憂 (益田清風高) 池田　智美 (郡上クラブ)12
5 伊藤　紗花 (斐太高) 下鍛冶瑠梨 (飛騨高山高)13

8 荒家　志緒 (ひだすぽ) 田中　希美 (高山ＴＴＣ)16

小林　大起
石原　真澄

鎌田　孝陽

平野　颯人

梅田　聖士

大村　皐月

三宅　右京

杉山　泰輝

原　誠也

森本　晃生

松原　賢

一般女子シングルス

6 馬場　英里 (郡上クラブ) 長瀬　綾花 (斐太高)14

(Neutrino)
徳永　圭吾 (KNUCKLE)

ｂｙｅ
日比　零士 (関商工)
柴田　政勝 (柴田アリーナ)

(関商工)
山田　将也 (高山倶楽部)
門端　卓朗 (かえる大使)
西垣　奏汰 (県岐阜商)
石神　大輝 (中部大学)

(関商工)
櫻井　彩煌 (斐太高)
三宅　雄 (大野中ＯＢ)
野村　篤希 (ひだすぽ)
上野　晃 (関商工)

(ﾌﾟﾗｲﾑｹｱ中京)

寺井　奏太 (岐阜協立大)
中井　寛典 (高山倶楽部)
近藤　敦 (明智Ｌ.Ｔ)
下清水　駿 (益田清風高)

(関商工)
鬼頭　一輝 (富山大学)
服部　太喜 (中京学院大)
山口　琉空 (関商工)
河合 (飛騨高山高)

西　春来 (斐太高)
瀨上　晃生 (かえる大使)
谷辺　智之 (ひだすぽ)
原　奉総 (ひだすぽ)

(中部大学)
宮澤　凱 (富山大学)
森部　勝正 (南風クラブ)
大野慎之介 (関商工)
森下　誠也 (Neutrino)

(亀井ﾁｬﾚﾝｼﾞ)

２０２３年新春　飛騨オープン卓球大会
令和５年１月１５日

飛騨高山ビッグアリーナ

一般男子シングルス

(益田清風高)
ｂｙｅ

小澤　宏斗 (関商工)
原田　純也 (飛騨高山高)
梅田　徹平 (益田清風高)

(個人)
阪下　一貴 (Neutrino)
下瀬 (高山倶楽部)
奥森　俊介 (富山大学)
水上　慶恭 (関商工)

(県岐阜商)



令和５年１月１５日

飛騨高山ビッグアリーナ

2 松倉中Ｂ 12 東山中Ｃ

3 下呂中 13 久々野中

1 岐阜ＴＣ 11 郡南中Ａ

6 丹生川中Ａ 16 萩原北中

7 郡南中Ｂ 17 東山中Ｂ

4 日枝中Ｃ 14 萩原南中Ｂ

5 東山中Ａ 15 松倉中Ａ

1 ウエタク 9 羽島中

8 国府中 18 中山中

9 日枝中Ｂ 19 丹生川中Ｂ

10 萩原南中Ａ 20 日枝中Ａ

萩原北中Ｃ 11 萩原南・北中

4 国府中 12 丹生川中

2 ※ 10 ※

1 ひだすぽ 17 ワンシルバー

中学生以下男子団体

中学生以下女子団体

一般男子団体

5 ＳＴＴＳ Ａ 13 ＳＴＴＳ Ｂ

8 松倉中 16 萩原北中Ａ

6 萩原北中Ｂ 14 下呂中

7 中山中 15 ※

3

4 関商工Ｃ 20 益田清風高Ａ

5 県岐阜商・岐阜高専 21 関商工Ｂ

2 ※ 18 飛騨地区教職員

3 おたま大使 19 明智Ｌ.Ｔ

8 ＫＮＵＣＫＬＥ 24 富山大学Ａ

9 中部大学 25 Ｔ.Ａ.Ｄ

6 富山大学Ｂ 22 斐太高Ａ

7 関商工Ｆ 23 Neutrino

12 柴田アリーナ 28 Big Bamboo

13 ＣＯＢ 29 高山倶楽部Ａ

10 斐太高Ｂ 26 関商工Ｅ

11 益田清風高Ｂ 27 かえる大使

16 関商工Ａ 32 亀井チャレンジ

14 高山倶楽部Ｂ 30 関商工Ｄ

15 飛騨高山高 31 荘川中

② ② ② 3 1

4 斐太高

3 郡上クラブ

2

0

2 益田清風高

1 ひだすぽ

4 勝 順

1 南 昭寛(ｽﾏｲﾙ飛騨)

2 稲垣 政晴 (TC高山)

一般女子団体

1

2

4

3

 試合順序　①1-2 ②3-4 ③1-3 ④2-4 ⑤2-3 ⑥1-4

△0

△1

△0

△1

△1 ②

② ②

△1

② ②

 試合順序　①1-2 ②3-4 ③2-5 ④1-3 ⑤4-5 ⑥2-3 ⑦1-4 ⑧3-5 ⑨2-4 ⑩1-5

ラージボール男女混合団体

Ｃブロック 1 2 3 4 勝 順

Ａブロック 1 2 3

ラージボール男子シングルス

- - - - -

-

4 野田 敦史(郡上クラブ) - - - - -

3 中井　博(かえる大使) △0 ②

Ｂブロック 1 2 3 4 勝 順

 試合順序　①1-2 ②3-4 ③1-3 ④2-4 ⑤2-3 ⑥1-4

- 1 2

- 2 1

2 小田垣久兵衛 (TC高山) △0 △0 - 0 3

1 赤羽 博昭(ＥＮＳＥＩ)

- △0 0 3

1 小林 広明(飯田卓球) ② -

-

4 西本 壽吉(高山倶楽部) △0 ② - 1 2

3 河端 英克(高山ＴＴＣ) - -

勝 順

1 土井けい子(ｽﾏｲﾙ飛騨) ② ② △0 2 2

Ａブロック 1 2 3 4

△0 0 4

3 溝上 友江(TC高山) △1 ② △0 1 3

2 谷口喜代美(TC高山) △1 △0

Ｂブロック 1 2 3

3 14 越野 味予子(ＥＮＳＥＩ) ② ② ②

5

0 3

3 柴田 映子(TC高山) △0 ② 1 2

2 山下 正子(TC高山) △0 △0

勝 順

1 武井みなみ(飯田卓球) ② ② 2 1

2 3

勝 順

5 ＥＮＳＥＩ ② ② △1 ② 3 2

2 ＴＣ高山Ｂ △1 △0 △0 △0 0

② ② 4

△0 △0 0 3

1

4 ＴＣ高山Ａ △0 ② △0 △0 1 4

3 ﾁｰﾑみなみ-ず ② ②

② 2 1

2

② 2 1

4 髙山 悦次(ＥＮＳＥＩ) - ② △0 1 2

3 岩田 大志(飯田卓球) - ②

ＥＮＳ
ＥＩ

B1

岩田 大志(飯田卓球)

中井　博(かえる大使)

西本 壽吉(高山倶楽部)

赤羽 博昭(ＥＮＳＥＩ)

髙山 悦次(ＥＮＳＥＩ)

小林 広明(飯田卓球)

A1

C2

B2

C1

A2

1 スマイルＴＴＣ ② △0 ② △1

- -

松山 道雄 (TC高山) △0

女子決勝トーナメント
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B2

A2

B1

越野 味予子(ＥＮＳＥＩ)

柴田 映子(TC高山)

土井けい子(ｽﾏｲﾙ飛騨)

武井みなみ(飯田卓球)

男子決勝トーナメント

ラージボール女子シングルス

決勝リーグ
ひだ
すぽ

益田
清風

郡上ｸ
ﾗﾌﾞ

斐太
高 勝 順 決勝リーグ

ｽﾏｲﾙ
TTC

ＴＣ高
山Ｂ

みな
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ＴＣ高
山Ａ


