
15コート 22コート

飯島　崚太(個人） 田島　開理（La.VIES）

伊勢　尊（FSC） 吉野　瑛太（個人）

江島　悠生（みそらTTS） 出﨑　達也（個人）

小関　海斗（T&Tクラブ） 皆川　旬（個人）

16コート 23コート

長田　大樹（T-CROWN） 長本　有生（早稲田実業）

板橋　悠真（伊奈中学校） 堀田　旺太郎（T-Port）

藤倉　琉輝（東京テーブルテニスクラブ） 張田　海路（白山ジュニア）

小熊　一輝（個人）

17コート 24コート

笠松　亮人（T&Tクラブ） 橋本　卯衣（白山ジュニア）

稲田　紳祐（個人） 長谷川　大翔（個人）

関　笙太郎（荒川沖TTC） 堤　大悟（K&Mジュニア）

梅邨　龍駒（オアシスJSC）

18コート

黄塚　結空（RIP）

坂元　義宜（みそらTTS） 25コート

小沼　凛太朗（個人） 花谷　秀志（K&Mジュニア）

涌井　一輝（白山ジュニア） 野口　子龍（個人）

福田　嗣史（白山ジュニア）

19コート 服部　蒼（東京テーブルテニスクラブ）

小林　弘太郎（白山ジュニア）

小坂　和真（R＆M）

柴山　廣政（偉関TTL） 26コート

星野　匠哉（個人） 大宮　解時（個人）

松岡　弘醍（白山ジュニア）

根岸　凛空（偉関TTL）

20コート 安井　脩音（荒川沖TTC）

千田　崇弘（TTC浦和）

高田　瑞貴（習志野市立第二中）

梶　辰秀（偉関TTL） 27コート

國吉　瑞稀（みそらTTS） 前川　航輝（白山ジュニア）

織田　琉慈（個人）

丸山　蒼真（TTC浦和）

21コート 蓑浦　宗（La.VIES）

高津　奏太（個人）

高橋　優喜（TTC浦和）

瀧澤　敬祐（白山ジュニア）

山本　涼太（オアシスJSC）
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板橋　悠真（伊奈中学校） 堀田　旺太郎（T-Port）

藤倉　琉輝（東京テーブルテニスクラブ） 張田　海路（白山ジュニア）

小熊　一輝（個人）

17コート 24コート

笠松　亮人（T&Tクラブ） 橋本　卯衣（白山ジュニア）

稲田　紳祐（個人） 長谷川　大翔（個人）

関　笙太郎（荒川沖TTC） 堤　大悟（K&Mジュニア）

梅邨　龍駒（オアシスJSC）

18コート
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小沼　凛太朗（個人） 花谷　秀志（K&Mジュニア）

涌井　一輝（白山ジュニア） 野口　子龍（個人）
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20コート 安井　脩音（荒川沖TTC）

千田　崇弘（TTC浦和）

高田　瑞貴（習志野市立第二中）

梶　辰秀（偉関TTL） 27コート

國吉　瑞稀（みそらTTS） 前川　航輝（白山ジュニア）

織田　琉慈（個人）

丸山　蒼真（TTC浦和）
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15コート 22コート

飯島　崚太(個人） 田島　開理（La.VIES）

伊勢　尊（FSC） 吉野　瑛太（個人）

江島　悠生（みそらTTS） 出﨑　達也（個人）

小関　海斗（T&Tクラブ） 皆川　旬（個人）

16コート 23コート

長田　大樹（T-CROWN） 長本　有生（早稲田実業）

板橋　悠真（伊奈中学校） 堀田　旺太郎（T-Port）

藤倉　琉輝（東京テーブルテニスクラブ） 張田　海路（白山ジュニア）

小熊　一輝（個人）

17コート 24コート

笠松　亮人（T&Tクラブ） 橋本　卯衣（白山ジュニア）

稲田　紳祐（個人） 長谷川　大翔（個人）

関　笙太郎（荒川沖TTC） 堤　大悟（K&Mジュニア）

梅邨　龍駒（オアシスJSC）

18コート

黄塚　結空（RIP）

坂元　義宜（みそらTTS） 25コート

小沼　凛太朗（個人） 花谷　秀志（K&Mジュニア）

涌井　一輝（白山ジュニア） 野口　子龍（個人）

福田　嗣史（白山ジュニア）

19コート 服部　蒼（東京テーブルテニスクラブ）

小林　弘太郎（白山ジュニア）

小坂　和真（R＆M）

柴山　廣政（偉関TTL） 26コート

星野　匠哉（個人） 大宮　解時（個人）

松岡　弘醍（白山ジュニア）

根岸　凛空（偉関TTL）

20コート 安井　脩音（荒川沖TTC）

千田　崇弘（TTC浦和）

高田　瑞貴（習志野市立第二中）

梶　辰秀（偉関TTL） 27コート

國吉　瑞稀（みそらTTS） 前川　航輝（白山ジュニア）

織田　琉慈（個人）

丸山　蒼真（TTC浦和）
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星野　匠哉（個人） 大宮　解時（個人）

松岡　弘醍（白山ジュニア）

根岸　凛空（偉関TTL）

20コート 安井　脩音（荒川沖TTC）

千田　崇弘（TTC浦和）

高田　瑞貴（習志野市立第二中）

梶　辰秀（偉関TTL） 27コート

國吉　瑞稀（みそらTTS） 前川　航輝（白山ジュニア）

織田　琉慈（個人）

丸山　蒼真（TTC浦和）

21コート 蓑浦　宗（La.VIES）

高津　奏太（個人）
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