
参加チーム（男子） 監督 参加者1 参加者2 参加者3 参加者4 参加者5 参加者6 参加者7 参加者8
1 レインボークラブ 有間進一 福家大地 藤井勇旗 長谷直明 中村拓和 有間進一 笹本市郎
2 中国電力A 塩崎将隆 野嶋仁志 塩崎将隆 近藤大介 金子真大
3 中国電力B 吉富公一 寺脇久之 藤井幸弘 谷友典 吉富公一
4 フォルトゥーナ 池田博之 池田博之 林拓信 松田尚 古谷智輝
5 帝人クラブ 中川雄司 片山修 蕗博和 植木真則 江上信 中川雄司
6 CYUクラブ 高松貢 芳賀智史 田中利仁 宮崎直喜 吉末和雄 丹下貴幸 高松貢
7 卓球俱楽部A 平賀顕一 槌永恭顕 吉川尚孝 青木一峰 原田拓真 宮内友弥
8 卓球俱楽部B 平賀顕一 海田聡 内山和哉 吉水悠真 青木友孝 田村孝太郎
9 卓球俱楽部C 平賀顕一 河野元気 大山優貴 大町孝二 中本浩二 田中薫 平賀顕一
10 日立笠戸A 松岡祝久 植村健一 松岡秀人 有海弘毅 浅田賢汰
11 日立笠戸B 松岡祝久 案野康則 中林祐輝 朝田龍星 中村旺介
12 徳山高専 荻原宏是 貞弘拓海 藤川幸樹 花田拓海 松永涼雅 奥田朋希
13 YST 永松弘 大平悟 松本敏男 谷口英雄 永松巧 矢野俊介 廣屋雄次
14 徳山卓研 藤井伸道 山本富士夫 野村稔 柳利秀 西村浩司 関向滉太郎 森重友輝
15 誠英高校 阿部祐樹 水野竜誠 水本春輝 道中優斗 岡﨑正太朗 佐鹿瑞樹
16 オアシス 中尾順 古谷祐輔 中尾亮 福田航大 瀧野涼介 池本楓 中尾順
17 白石卓球クラブA 久保田政史 中田健一 村田知寛 松本康平 久保田進 久保田政史
18 白石卓球クラブB 久保田政史 近藤洋 藤本紳一郎 吉山将二 川野吉樹 弘中敏和 角谷知哉
19 アタッカーズ西川 西川治男 西川治男 城田秀之 近藤武志 杉山秀樹
20 TAKUTO A 岡村啓之 村中篤 森藤一博 向井正樹 池田憲俊
21 TAKUTO B 大畠昭範 大畠夢槻 藤田智哉 近藤尚也 大谷晴駿
22 TK-1 遠藤亮 安永亮介 古川浩輔 竹中智哉 阿部優真 尾上訓
23 小郡クラブ 福井宏幸 山本浩之 宮﨑正道 栩木順平 福井宏幸
24 阿知須クラブ 村上宏志 村上宏志 兼田康太郎 山田裕太 垰村吉則 尾沼丈暢 黒瀬大翔
25 ゆうマーベルス 福岡靖子 浜田淳史 川西信夫 髙嶋浩二 竹本圭佑 髙嶋大貴 山根信登 川西玲亜
26 柳井商工A 影本純一 石高悠登 沖原正悟 鈴木太一 福岡由陽
27 柳井商工B 影本純一 岩本祥太朗 福島伊織 中本大貴 田中陽士 富田憲伸
28 柳井商工C 影本純一 泉谷優樹 谷唯綺 山本滉稀 田中琉偉
29 TEAM・yoU 臼井正 松原健太 喜島章 竹村晴 臼井正
30 東洋鋼鈑 為近晋 金丸英俊 松友啓享 為近晋 富田次郎 松友悠斗
31 山口大学医学部A 綿田実 竹原健太 黒瀬雅彦 田中涼太郎 綿田実 守田匡博
32 山口大学医学部B 綿田実 南慧太 伊藤慶太郎 瀬戸口亮太 石本凌央 永田蒼汰
33 UTST-A 藤重慶太 瀬戸優貴 上田龍太朗 田頭息吹 佐伯爽翔
34 UTST-B 藤重慶太 藤井裕貴 筒井太一朗 石丸友稀 西村伊吹樹
35 UTST-C 藤重慶太 小田琉斗 宗田瑠太 寺田裕貴 中野真太
36 あんず 中本飛翔 中本飛翔 飯干雄一郎 山田峰和 内田まとい 安本英明 藤田賢治
37 小野田高校A 縄田晃恵稼 平山康太 秋田卓人 三隅燿大 吉松悠
38 小野田高校B 河田篤弥 山方基幹 安永大輝 井上幹之 三宅脩一
39 防府商工 中村英哲 待鳥勇鳳 藤川弘樹 大田心太郎 吉山直希 清水温人 河村尚武 小藤祐也 田丸朋広
40 岩国高校 ﾃﾞｨｱｰﾃｼｮｰﾝ優稀 ﾃﾞｨｱｰﾃｼｮｰﾝ優稀 植田航希 藤本拓二 佐伯翔大
41 キズナ 小路靖孝 小路靖孝 山本大輔 光野井敬志 黒井智也
42 萩卓Ａ 山中宏孝 前田洋二 山中宏孝 横田貞義 国村章 国近勇貴
43 萩卓Ｂ 山中宏孝 河合幹夫 大田則彦 筒口裕二 徳田翔也
44 ＡＲＣ A 長藤典子 福田亮太郎 多田一成 長畠立樹 釣谷隆
45 ＡＲＣ Ｂ 長藤典子 井上勇 藤田竜輝 早瀬篤人 福田藍泉 角悠輔
46 Ｔ-ＭＡＸ 沖本裕一 沖本裕一 横田俊彦 金井佑介 米本拓郎 渡邊瞭
47 トクヤマ 吉岡雄輝 松浦真吾 吉岡雄輝 栗原宏平 原田純 亀石優人 石丸将大
48 サカナーズ 貞弘晴美 弘中知基 藤尾朋生 橋本駿 林大哉 渡辺一馬 麻生虎太郎

県リーグ後期（12.25）　令和４年度　県リーグ（後期）参加者一覧
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