
No．１

会場 ：キリンビバレッジ周南総合スポーツセンターメインアリーナ
日時 ：令和４年７月３０日（土）９時～

１部 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

亀石優人 トクヤマ 古谷祐輔 オアシス 植村健一 日立笠戸 松友悠斗 KAZUKEN 石丸友稀 宇部工業
金子智樹 中国電力 福田航大 チームU 松岡秀人 日立笠戸 藤井裕一 KAZUKEN 西村伊吹樹 宇部工業
田頭息吹 宇部工業 渡辺　瞭 山口東京理科大学 有海弘毅 日立笠戸 為近　晋 東洋鋼鈑 藤井裕貴 USTS
佐伯爽翔 宇部工業 中尾　亮 宇部高専 浅田賢汰 日立笠戸 佐伯航虎 鴻南中学校 筒井太一朗 USTS

厚東慶次郎 山口鴻城高校 上田龍太朗 USTS
中尾　順 オアシス 佐々木　努 USTS

２部 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

内田まとい チュッパチャップス 弘中智基 サカナーズ 安永亮介 TK-1 青木一峰 日鉄ステンレス 福田亮太郎 ARC
中本飛翔 チュッパチャップス 藤尾朋生 サカナーズ 石丸将大 日本ゼオン 玉野宏武 日鉄ステンレス 富田憲伸 ARC
島田幸真 チュッパチャップス 橋本　駿 サカナーズ 古川浩輔 TK-1 桑田拓哉 呉夢TTC 早瀬篤人 徳山商工高校

三好臨平　 チュッパチャップス 山本皇輝 サカナーズ 阿部優真 TK-1 原田菖永 日立SC 村林燎人 菊川中学校
竹村　晴 チュッパチャップス 福井輝大 ＷＰＣＣ

３部 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

近藤　洋 白石卓球ｸﾗﾌﾞ 槌永恭顕 卓球俱楽部 遠藤　亮 TK-1 宮﨑正道 あすなろｸﾗﾌﾞ 海田　聡 卓球俱楽部
村田知寛 山口県庁 河野元気 しおん 栗原宏平 日本ゼオン 谷口英雄 あすなろｸﾗﾌﾞ 内山和哉 卓球俱楽部
藤本伸一郎 白石卓球ｸﾗﾌﾞ 吉水悠真 卓球俱楽部 福田祥昭 周陽クラブ 福井宏幸　 あすなろｸﾗﾌﾞ 宮内友弥 卓球俱楽部
山本賢治 ミッキーclub 田村孝太郎 聖光高校 竹中智哉 TK-1 久保田　進 あすなろｸﾗﾌﾞ 青木友孝 卓球俱楽部
酒井　健 ミッキーclub 松本哲也 あすなろｸﾗﾌﾞ 原田拓真 卓球俱楽部

４部 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

笠井貴史 周南市体育協会 西川治男 防府アタッカーズ 近藤武志 防府アタッカーズ 渡邉美樹 A・S・C 中嶋三千人 桜木クラブ
宮路京祐 徳山卓研TST 時乗優生 防府アタッカーズ 吉村成保 防府アタッカーズ 吉田克美 下松豊井チェリー 梅田泰司 桜木クラブ
宮路涼太 太華中学校 大野裕睦 防府アタッカーズ 金子吉兼 Ayu 福本和浩 下松フレンズ 森重友輝 桜木クラブ
深町航介 富田中学校 飯千雄一郎 あんず 長嶺平治 南陽クラブ 森政吏志 桜木クラブ

白石敬貴 防府アタッカーズ 丹下貴幸 CYU 神杉憲政 須々万クラブ

令和４年度周南オープン団体リーグ卓球大会結果

チュッパチャップス サカナーズ チームゐっぬ～ 日鉄ステンレス ARC

白石大三元 卓球俱楽部A チーム大黒天様 あすなろA 卓球俱楽部B

USTS　B

桜木クラブ

日立笠戸オアシスUSTS　A

徳山卓研TST アタッカーズ西川 アタッカーズ近藤

KAZUKEN　A 

男子の部

A・S・C



No．２

５部 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

西江康晴 我流会 城田秀之 あすなろｸﾗﾌﾞ 角　悠輔 KAZUKEN 有光剛志 チームα 小松　茂 熊毛球友
川口正哉 岩国クラブ 上田　剛 あすなろｸﾗﾌﾞ 福田藍泉 KAZUKEN 宮地一彦 さくら組 大中　強 熊毛球友
村井洋一 岩国クラブ 河本信司 あすなろｸﾗﾌﾞ 為近　翔 KAZUKEN 高松航汰 チームα 大木俊徳 熊毛球友
品川和輝 岩国クラブ 弘原一正 あすなろｸﾗﾌﾞ 末石泰正 わいわいクラブ 西村駿佑 チームα 渡辺隆視 熊毛球友

玖村和彦 わいわいクラブ

６部 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

三羽英志 周陽クラブ 藤田竜輝 田布施農工 加藤文幸 トゥインクル 小田琉斗 宇部工業
柳　利秀 周陽クラブ 青木一太 下松中学校 鶴井慎治 東岐波クラブ 宗田瑠太 宇部工業
江山邦昭 周陽クラブ 藤井優成 太華中学校 藤原広明 宇部卓友会 寺田裕貴 宇部工業
関向晃太朗 周陽クラブ 宮正和季 周陽中学校 天野康彦 宇部卓友会 藤重慶太 USTS
山本富士夫 徳山卓研 八百屋　篤 太華中学校
野村 稔 徳山卓研

１部 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

柳　理菜 防府アタッカーズ 小島町子 白石卓球ｸﾗﾌﾞ 平田リチ子 あすなろｸﾗﾌﾞ 引地真優 徳山商工高校 松田紀子 WPCC 角　百叶 下松中学校
森口美晴 防府アタッカーズ 中本愛乃 白石卓球ｸﾗﾌﾞ 中村和子 あすなろｸﾗﾌﾞ 鈴木萌恵 徳山商工高校 村中真理子 VeryBerry 為近咲奈 KAZUKEN
吉武敏子 防府アタッカーズ 磯川幸子 白石卓球ｸﾗﾌﾞ 福山枝里佳 あすなろｸﾗﾌﾞ 平岡柚香 徳山商工高校 松井美里 Kihapiss 坪井杏莉 KAZUKEN
真鍋涼子 TEMEyou 中村真由美 白石卓球ｸﾗﾌﾞ 堀田理恵 あすなろｸﾗﾌﾞ 安房梨花 徳山商工高校 土井千夏 WPCC 為近智美 TK- girls

河野志穂 小野田青友会 龍田菜々美 あすなろｸﾗﾌﾞ 永瀬莉緒 徳山商工高校 藤井美優南 KAZUKEN

２部 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

末石美和子 わいわいクラブ 大隅慶子 ユニット大竹 田中千代子 あすなろｸﾗﾌﾞ 八木敬子 大町TC 髙見万喜 周陽クラブ 森重明美 あすなろｸﾗﾌﾞ
内村凪沙 わいわいクラブ 加藤万里子 宇部卓友会 吉藤紀代子 あすなろｸﾗﾌﾞ 川島優子 大町TC 田村幸枝 周陽クラブ 田嶋清恵 あすなろｸﾗﾌﾞ
大木洋子 わいわいクラブ 高倉里美 i-Storm 大井君江 あすなろｸﾗﾌﾞ 沖本みどり 大町TC 宝迫八重子 須々万クラブ 西村みどり あすなろｸﾗﾌﾞ
岸村美子 須々万クラブ 村中美由紀 i-Storm 大野由美 あすなろｸﾗﾌﾞ 藤本美佳 大町TC 古谷千代子 TK-1 藤本　葵 あすなろｸﾗﾌﾞ
宇多村　唯 須々万クラブ 増原真由 あすなろｸﾗﾌﾞ 永廣千枝子 VeryBerry 中村節子 あすなろｸﾗﾌﾞ

川原眞由美 花岡クラブ
片山典子 桜木クラブ

３部 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

但見淳子 あすなろｸﾗﾌﾞ 山崎孝子 防府アタッカーズ 河村安子 熊毛球友 竹丸叶代子 あすなろｸﾗﾌﾞ 江崎千津子 岩国ベテラン
河口多美 T-Plum 原田久江 防府アタッカーズ 川滝沙智子 熊毛球友 濱田満子 東岐波クラブ 前田早美 岩国ベテラン
兼政貴代子 中央クラブ 原　輝子 防府アタッカーズ 児玉紀代子 熊毛球友 宮本恵子 トゥインクル 田中キクエ ミックス
龍田智恵 あすなろｸﾗﾌﾞ 光清すま子 防府アタッカーズ 百合野光子 下松豊井チェリー 栗屋郁子 宇部クラブ 島津知美 夜宮クラブ
林谷由江 マジック・コア 有原かづこ TOKI

夜宮クラブ

令和３年度周南オープン団体リーグ卓球大会結果

WPCC KAZUKEN

周陽クラブ あすなろD

熊毛球友

熊毛球友

周陽クラブ はまよう トゥインクル

大町TC

きゃろる

徳山商工高校

USTS　C

女子の部

あすなろB

あすなろA

あすなろC

アタッカーズ吉武 大三元クイーンズ

わいわいクラブ

アタッカーズ光清

i-Storm

我流会 あすなろB KAZUKEN　B

男子の部

チームα


