
氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
1 日隈栄登 A.C.ブリラーレ 39 村上和滉 Liberte 1 金子こはる ＴＴソル
2 岩谷颯 A.C.ブリラーレ 40 山本大智 萩光塩学院 2 金子みはる ＴＴソル
3 槌永恭顕 卓球倶楽部 41 村上宏志 阿知須クラブ 3 岡部佳奈 山口市役所
4 原田拓真 卓球倶楽部 42 兼田康太郎 阿知須クラブ 4 福田莉子 山口ジュニアクラブ
5 内山和哉 卓球倶楽部 43 尾沼丈暢 山口大学 5 飯干桃香 桑山中学校
6 青木友孝 卓球倶楽部 44 永松啓祐 鴻南卓球クラブ 6 柳理菜 防府アタッカーズ
7 村田知寛 山口県庁 45 久保田裕己 鴻南卓球クラブ 7 森口美晴 防府アタッカーズ
8 久保田政史 白石卓球クラブ 46 久保田進 鴻南卓球クラブ 8 岡﨑奈央 鴻南中学校
9 中田健一 白石卓球クラブ 47 上村健士郎 鴻南卓球クラブ 9 岡﨑莉央 鴻南中学校
10 福井耀大 WPPC 48 永松重美 鴻南卓球クラブ 10 草野由紀子 あすなろクラブ
11 田村和正 白石卓球クラブ 49 寺地貴大 鴻南卓球クラブ 11 中村和子 あすなろクラブ
12 内田まとい 山口市役所 50 藤本恭平 鴻南卓球クラブ 12 長岡初枝 あすなろクラブ
13 中本飛翔 あんず 51 児玉純一 鴻南卓球クラブ 13 中尾綾乃 オアシス
14 岩本隆司 しおん 52 石井統梧 鴻南卓球クラブ 14 福田紗菜 オアシス
15 飯干雄一郎 あんず 53 山本幸輝 山口県鴻城高等学校 15 藤田小春 萩光塩学院
16 栗原宏平 日本ゼオン 54 中村大翼 山口県鴻城高等学校 16 石井咲也子 萩光塩学院
17 石丸将大 日本ゼオン 55 松西彰太 山口県鴻城高等学校 17 堀田理恵 鴻南卓球クラブ
18 橋本駿 サカナーズ 56 桒原風磨 山口県鴻城高等学校 18 中村真理 鴻南卓球クラブ
19 古川浩輔 TK-1 57 清水晋太郎 山口県鴻城高等学校 19 田中咲江 J.S.FAMILY
20 竹中智哉 TK-1 58 内山悠雅 山口県鴻城高等学校 20 児玉容子 鴻南卓球クラブ
21 阿部優真 TK-1 59 三實健太 TSUKATAKU 21 南清美 鴻南卓球クラブ
22 西川治男 防府アタッカーズ 60 吉野壮留 TSUKATAKU 22 仙田真由美 鴻南卓球クラブ
23 竹田涼太 防府アタッカーズ 61 佐々木努 USTS 23 奥田増美 鴻南卓球クラブ
24 近藤武志 防府アタッカーズ 62 藤井裕貴 USTS 24 宮田一美 鴻南卓球クラブ
25 佐伯航虎 鴻南中学校 63 吉儀幸輝 白石中学校 25 桐生愛美 山口県鴻城高等学校
26 中村謙介 鴻南中学校 64 弘中智基 サカナーズ 26 大田真凛 山口県鴻城高等学校
27 青木一太 下松中学校 65 青木一太 下松中学校 27 土田侑子 TSUKATAKU
28 山本幸輝 鴻城高校 66 中村英和 GOODFORM 28 宮﨑千帆 TSUKATAKU
29 松本康平 山口県庁 67 岡本圭司 GOODFORM 29 石井双葉 TSUKATAKU
30 中尾亮 オアシス 68 三好流煌 GOODFORM 30 吉田七海 チームA
31 瀧野涼介 オアシス 69 池田博之 フォルトゥーナ 31 高橋瑞希 チームA
32 國司翔斗 早鞆高校 70 山中涼太 フォルトゥーナ
33 竹下未宇太 早鞆高校 71 藤田剛司 フォルトゥーナ
34 山崎巧馬 早鞆高校 72 蕗博 フォルトゥーナ
35 小室聖 早鞆高校
36 吉田航 早鞆高校
37 松尾秀義 早鞆高校
38 保田湧斗 早鞆高校
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