
氏名 所属 氏名 所属
1 内田まとい 山口市役所 1 北園幸 阿東卓球スポーツ少年団
2 寺地貴大 鴻南卓球クラブ 2 新谷綾子 阿東卓球スポーツ少年団
3 中西倭都 白石卓球クラブ 3 田原恵 阿東卓球スポーツ少年団
4 中田健一 白石卓球クラブ 4 倉木明日美 阿東卓球スポーツ少年団
5 松本康平 山口県庁 5 明山唯佳 阿東卓球スポーツ少年団
6 山中涼太 フォルトゥーナ 6 高橋朋花 中村女子高等学校
7 矢野俊介 YST 7 草野菜乙子 山口大学
8 廣屋雄次 YST 8 桐生愛未 山口県鴻城高等学校
9 山村雄大 YST 9 大田真凛 山口県鴻城高等学校
10 福井耀大 山口大学 10 野上羽花 山口県鴻城高等学校
11 早川佳佑 山口大学 11 中村未結 山口県鴻城高等学校
12 山本幸輝 山口県鴻城高等学校 12 中村真理 鴻南卓球クラブ
13 厚東慶次郎 山口県鴻城高等学校 13 児玉悠 鴻南中学校
14 長尾虎之介 山口県鴻城高等学校 14 村田悠菜 菊川中学校
15 中村大翼 山口県鴻城高等学校 15 中尾綾乃 宇部高専
16 松西彰太 山口県鴻城高等学校 16 龍田菜々美 宇部高専
17 宗本迅 山口県鴻城高等学校 17 福田紗菜 宇部高専
18 上野雄真 山口県鴻城高等学校 18 佐藤綾花 宇部高専
19 神谷隼佑 山口県鴻城高等学校 19 有馬百萌 日立笠戸
20 植野剛輝 山口県鴻城高等学校 20 有馬奈苗 日立笠戸
21 清水晋太郎 山口県鴻城高等学校 21 松岡愛美 日立笠戸
22 桑原風磨 山口県鴻城高等学校 22 藤原広香 日立笠戸
23 内山悠雅 山口県鴻城高等学校 23 八木菜摘 徳山高専
24 勝山拓睴 山口ジュニアクラブ 24 大田悠以 徳山高専
25 日比翔晴 山口ジュニアクラブ 25 村田菜ノ美 徳山高専
26 松尾倖佑 山口ジュニアクラブ 26 江副聖 徳山高専
27 上村健士郎 鴻南卓球クラブ 27 松森祐奈 徳山高専
28 佐伯航虎 鴻南中学校 28 内田花陽 誠英高校
29 児玉純一 鴻南卓球クラブ 29 竹村ことみ 誠英高校
30 末村彰吾 鴻南中学校 30 宮本希 誠英高校
31 中本飛翔 あんず 31 甲田真子 誠英高校
32 古谷祐輔 ＳＯＬＯ 32 田中千代乃 チームゼロワンJr
33 中尾亮 宇部高専 33 飯田千晶 チームゼロワンJr
34 神原暖人 宇部高専 34 油形朱香 チームゼロワンJr
35 龍野涼介 宇部高専 35 久保直香 チームゼロワンJr
36 吉松悠 宇部高専 36 福岡優菜 チームゼロワンJr
37 鈴川寛太 宇部高専 37 長浦玲奈 徳山卓研TST
38 大塚建 宇部高専 38 長浦聖奈 徳山卓研TST
39 櫻井海斗 宇部高専 39 金子こはる TTソル
40 亀井祐人 宇部高専 40 金子みはる TTソル
41 池本楓 宇部高専
42 伊名田篤仁 宇部高専
43 原田凛之介 宇部高専
44 飯干裕翔 宇部高専
45 植村健一 日立笠戸
46 中村旺介 日立笠戸
47 木村陽仁 徳山高専
48 光野井裕志 徳山高専
49 原田壮真 徳山高専
50 松永涼雅 徳山高専
51 山中宏孝 萩卓
52 前田洋二 萩卓
53 久保信就 早鞆高等学校
54 奥村太一 早鞆高等学校
55 古畑勇吹 早鞆高等学校
56 元田啓誠 早鞆高等学校
57 國司翔斗 早鞆高等学校
58 竹下未宇太 早鞆高等学校
59 山崎巧馬 早鞆高等学校
60 小室聖 早鞆高等学校
61 河野真央 早鞆高等学校
62 保田湧斗 早鞆高等学校
63 鍬田芽来 早鞆高等学校
64 長堂拓斗 早鞆高等学校
65 吉田航 早鞆高等学校
66 松友悠斗 ＫＡＺＵＫＥＮ
67 高田参吾 チームゼロワンJr
68 重枝佳志 チームゼロワンJr
69 宮路涼太 徳山卓研TST
70 白石敬貴 防府アタッカーズ
71 時乗優生 防府アタッカーズ
72 大野裕暁 防府アタッカーズ
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