
 男子 【予選リーグ】
1ブロック (1,2コート) 2ブロック (3コート)

① COMFY ARENA 小川　真央 増田　隆介 下間　平裕 ① SEIWA CLUB B 立石　美勇 蘆田　陽平 中田　基介

② 亀陵クラブB 関口　貴之 関口　善隆 安田　隆志 ② O.I.H 大畠　一夫 井上　善順 細野　章

③ かめたん2号 外山　貴都 北川　拓歩 津田　悠斗 ③ 橿原TTC　B 桝本　尚宏 津田　真大 山本  煌太朗

④ 富本クラブ 中川　淳男 植　勉 光畑　保夫

3ブロック (4コート) 4ブロック (5コート)

① 壱球倶楽部A 中川　利幸 青木　星空 中川　利空 ① 龍谷大学 清水　大輝 畦地　悠斗 篠原　明伸

② 西台クラブ 林　裕輝 中尾　浩朗 秦　秀一 秋山　龍作 ② 亀岡卓研 藤原　千温 橋本　匠峰 小田　大和

③ 八木中学校B 松本　大雅 塩貝　莉空 広瀬　悠一朗 ③ 園部中学校 西岡　悠人 笹野　太希 中村　祐晴 清水　陽斗

5ブロック (6,7コート-1) 6ブロック (6,7コート-2)

① OGURA-TRK　A 木下　耀平 秋光　亮佑 松山　新之助 ① 左京友の会A 瀬尾　直樹 田口　正登 橋谷　正伸

② 希卓部A 藤川　佐吉 堀　偉月 品川　暢男 伊藤　晴輝 ② みんなの卓球部 永井 卓弥 大島　拓也 木下 裕介

③ 左京友の会D 中村　大地 田口　裕也 笹山　晃一 ③ SEIWA CLUB C 近藤　秀樹 安藤　祐二 九里　和宏

7ブロック (6,7コート-3) 8ブロック (8コート)

① 大谷① 池田　心 谷口　修悟 神戸　俊希 ① 亀陵クラブA 下田　修寛 山下　克人 金子　竜也

② RDAレイクス 荒川　達郎 中嶋　直樹 野々村　雅治 ② 桂高校 原田　勇利 藤川　遼 土井　温人

③ 殿田中学校C 阪本　龍之介 覗渕　暖大 足立　稔知 ③ かめたん1号 壁内　陽斗 樋口　順平 西村　桧

9ブロック (9コート) 10ブロック (10コート)

① TEAM 1610 飯田　直木 梶原　達也 浅野　達朗 ① 京工繊A 菊地　拓真 園井　匠 斎藤　蒼生

② 大谷③ 山本　一輝 渡邉　諄海 森本　誠也 辻野　輝 ② 大谷② 石田　悠人 長尾　拓実 堀江　一泰

③ サタデー 岡本　浩 光木　淳一 松本　皓義 ③ スマッシュ大井亀岡 松浦　勝也 中野　好夫 倉橋　欣男



11ブロック (11コート) 12ブロック (12コート)

① 翠嵐クラブ 岡谷　潤一 田尻　道隆 中津　健志 津田　稔 ① 丸腰製麺 瀧下　史希 富田　征聖 木村　直彦

② 壱球倶楽部B 川原　龍人 大塚　琉生 寺村　正大 ② 四ツ尾クラブ 芦田　浩久 芦田　健佑 四方　貞郎

③ 亀陵H･MTTC 高向　亮二 山岡　竜二 辻井　風雅 ③ 殿田中学校A 藤井　秀人 山田　翔大 大沢　朔也

13ブロック (13コート) 14ブロック (14コート)

① BLUE 角村 翔 目方 鴻佑 石井 佑汰 ① 綾部卓研 森　政男 岡部　武 野々垣　誠也

② OGURA-TRK　B 片瀬　智也 渋谷　良明 野村　爽輝 ② SEIWA CLUB A 中島　清和 𠮷田　智幸 木村　一弘 柴　穣次

③ 橿原TTC　A 津田　琥太郎 吉岡　優汰 山本　惣士朗 ③ 八木中学校A 松本　光真 福井　悠人 中井　康太

15ブロック (15コート) 16ブロック (16コート)

① 印南TTC 大槻航 印南束哉 小原高志 山賀一輝 ① カモミール 床井　滉基 前田　宏樹 尾﨑　俊文

② 左京友の会B 石田　卓朗 藤井　英貴 波多江　弘 ② 篠山Wed. 坂本　秀史 渡邊　一生 下垣　和夫

③ 殿田中学校B 山本　拓未 栃下　琉輝 梅若　大翔 ③ 卓球つつじ 山本　義昭 川村　隆也 長尾　和彦

17ブロック (17,18コート-1) 18ブロック (17,18コート-2)

① ジョーダンttc 伊藤　盤 上段　順平 西野　颯人 ① THNSクラブ 新塘　玄樹 竹本　宝 仲　一織 堀江　柊

② スマッシュ 小野　瑞貴 牧野　隆馬 田　龍部 北野　健二 ② 左京友の会C 小林　尚史 滝　聖人 相築　繁雄

③ マロン 北村　和夫 西野　未好 川上　勝 ③ 亀陵クラブC 大村　康夫 山本　要 大槻　俊州 畑　忠幸

19ブロック (17,18コート-3)

① らんざん 宮川　貴行 諸戸　稔次 福田　正剛 河合　優広

② 京工繊B 国武　広太郎 村上　達哉 高橋　祐貴

③ 希卓部B 柿谷　孝夫 澤井　龍彦 山口　誠二 増山　茂治



女子 【予選リーグ】
1ブロック (19コート) 2ブロック (20コート)

① 翠嵐クラブ 青木　則子 小原　香織 田尻　純身 ① 朱雀セブンA 谷垣　靖子 合田　萌乃 田中　恵美

② スマッシュ大井亀岡 中川　美也子 村上　智美 宮下　幸子 ② 富本クラブA 秋田　洋子 明田　保子 古川　美千子

③ SEIWA CLUB B 河合　妙子 永田　眞理子 八木　幸子 ③ 京都聖カタリナ高校小南　佳乃琶 小南　知琵乃 大山　祇音

3ブロック (21コート) 4ブロック (22,23コート-1)

① 左京友の会 藤澤　早苗 斉藤　あき 伊東　真由美 ① わからん卓球道場 豊田　知子 田久保　恭子 河合　由紀

② オール亀岡 永田　尚生 瀬本　千賀子 猪越　正枝 ② 亀岡リバティーB 菅谷　三恵子 長澤　京子 谷村　幸子 村上　ちゑ子

③ サタデー 中川　恵美子 岡村　徳子 今西　一美 藤本　まき江 ③ 苺ミルク 中山　彩圭 中山　爽圭 中山　和恵

5ブロック (22,23コート-2) 6ブロック (22,23コート-3)

① 亀陵クラブ 関口　恵子 林　弥須子 桂　美沙紀 川口　賞子 ① 壱球倶楽部 細川　陽菜 谷津　心菜 谷津　百菜

② 篠山Wed.B 福岡　淳子 森　真澄 渡邊　美保 ② マロンB 尾野　安恵 船越　美紀 猪田　愛良

③ 美山中学校 野瀬　佐和子 大萱　真央 長野　うた 田中　明里 ③ ほのぼのA 坂本　紀子 飯田　はるみ 吉岡　貞恵

7ブロック (24コート) 8ブロック (25コート)

① 西台クラブA 寺井　詞子 段本　はつみ 鶴尾　留賀 ① マロンA 大槻　益美 猪田　昌子 岡　貞美

② 卓球サークル 高田　友子 尾嶋　朋子 菱沼　春美 ② BLUE 藤川 洋子 藤吉 和子 石井 貴己 山口　由紀子

③ 亀岡リバティーC 藤本　肇子 飯田　久美子 永井　保子 中村　知子 ③ ほのぼのB 寺尾　敦子 片山　喜美子 初鹿野　幾久代



9ブロック (26コート) 10ブロック (27,28コート-1)

① 亀岡卓研 植田　妙子 俣野　春美 佐藤　聡子 音峰　千文 ① 亀岡リバティーA 田村　とよ子 大石　八重子 岩嶋　裕子

② OGURA・ TRK 燈田　結乃 中家　七峰 加川　碧乃 ② 大谷④ 岡本　穂華 木村　尚美 平木　奏衣 大槻　未來

③ 園部中学校B 木村　小雪 辻本　美玖 久野　花音 ③ 八木中学校 松尾　光優香 今田　菜々虹 村上　花恋 吉田　朱里

11ブロック (27,28コート-2) 12ブロック (27,28コート-3)

① 園部卓友会 岡本　やすみ 𠮷川　文子 湯浅　恵子 ① 西台クラブB 髙山　弘美 横須賀　豊子 石山　千秋 小杉山　登代美

② 乙訓女子クラブA 大西　花恩 築地　史織 岩見　咲幸 木村　愛理 ② 乙訓女子クラブB 平野　茜子 山根　汐夏 堀北　優月

③ 卓球つつじ 佐藤　和江 川田　和歌子 澤井　季光子 山本　由美子 ③ 富本クラブB 杣田　光子 西村　卓子 廣瀬　千枝子 森　加代子

13ブロック (29コート) 14ブロック (30コート)

① 朱雀セブンB 鈴木　由美 浅野　容子 二木　郁代 ① SEIWA CLUB A 岸本　朋子 木原　美也子 石田　桃子

② 亀岡高校1年 入江　琥珀 斎藤　結 堀　絢羽 ② 亀岡高校2年 村上　乙葉 畑山　史佳 黒田　真衣

③ 気楽 荻田　好子 池田　チヨ子 山内　玲子 ③ 園部中学校C 松本　莉愛 中井　優羽 西田　華恋

15ブロック (31コート)

① 篠山Wed.A 山内　利子 坂本　恭子 原田　真知

② 園部中学校A 今西　ももこ 米谷　マユ 泉　琴音

③ 乙訓女子クラブC 黒島　羽奈乃 堀北　菜月 小早川　愛梨


