
平成２３年度・第７８回・全日本大学総合卓球選手権大会・（個人の部）
　　　日学連無条件　・　関東学連推薦　・　関東予選通過　一覧表
　　　　　　　　　　　　　　　　（大学別）

男子シングルス 無条件 関東推薦 予選通過 計

明治大 松渕健一 神　巧也 平野　友樹 10
桒田晋一郎 根田　雄一
岡田峻 甲斐　義和

中尾　泰朗
平岡　和博
川上　祐平

早稲田大 笠原弘光 板倉　健信 8
御内健太郎 矢野　敬之
高岡諒太郎 岩崎　栄光

篠原　哲郎
中間　卓也

専修大 田中健奨 久住　昭博 8
石澤恭祐 飯野　弘義

石井　匠
川島　勇樹
江藤　遼
柴田　隆志

日本大 秋田英順 河辺隆希 川端　友 9
中川洋希 吉田和也 鈴木　秀一

高田努 中本　敦雄
松本　航汰

中央大 伊積健太 松生直明 近藤　功成 7
大久保俊樹 藤木祥二 橋本　唯史

鈴木　将幸

埼玉工業大 平屋広大 山木　康平 橋澤　健人 8
山崎　傑
柏渕　雄大
星野　直樹
小笠原　笑太
高橋　拓人

法政大 鹿屋良平 大橋　勇也 5
岩井　竜太
鳥羽　裕輔
生田　裕仁

筑波大 藤本光 谷村直樹 神山　峻 3

駒澤大 加藤悠二 中村　祥吾 11
松尾　卓磨
関本　健
佐藤　究
橋爪　克弥
高橋　涼
渡邉　賢
小島　渡
鈴木　大地
大場　崇志

大正大 中本　佳佑 6
内山　大輔
飯野　峻輔
会田　靖弘
那須　大吾
藤田　恵大

日本体育大 手塚　理人 2
宮本　翔平

東洋大 神長　一充 1

國学院大 高橋　卓也 2
小森　文俊

慶應義塾大 小谷内　淳也 2
白井　佑樹

計 11 13 58 82



男子ダブルス 無条件 関東推薦 予選通過 計

明治大 松渕健一・根田雄一 神　巧也・平野友樹 川上　祐平・中尾　泰朗 5
桒田　晋一郎・横山　輝
平岡　和博・森　聡詩

早稲田大 笠原弘光・板倉健信 高岡　諒太郎・岩崎　栄光 3
御内健太郎・宮澤圭

専修大 石井匠・川島勇樹 西　尚吾・柴田　隆志 5
卯木　崇大・山内　乙平
久住　昭博・佐々木　信也

江藤　遼・佐藤　慧

日本大 中本　敦雄・松岡　裕太郎 4
秋田　英順・岩瀬　翔太郎
中川　洋希・鈴木　秀一
後藤　功貴・吉田　和也

中央大 伊積健太・松生直明 久野　元成・土倉　諒 5
大久保俊輝・谷口卓也 橋本　唯史・藤木　祥二
笹尾卓人・鈴木将幸

埼玉工業大 小笠原笑太・星野直樹 平屋　広大・山木　康平 6
柏渕　雄大・佐藤　光彦
相場　翔太・橋澤　健人
藤田　峻・戸上　雄貴
神原　宏士・高橋　拓人

法政大 細川　弘貴・鹿屋　良平 2
生田　裕仁・田代　周大

筑波大 藤本　光・谷村　直樹 1

駒澤大 加藤　悠二・佐藤　究 4
橋爪　克弥・高羽　卓哉
中村　謙吾・中村　祥吾
大場　崇志・鈴木　大地

大正大 飯野　峻輔・市川　純希 1

國学院大 高木　勇輝・小森　文俊 1

立教大 北脇慶亮・高瀬聡 1

計 3 7 28 38



H23-8/16　訂正

女子シングルス 無条件 関東推薦 予選通過 計

中央大 北岡エリ子 岡野あいみ 根本　理世 9
松村夏海 坂本　夕佳

倉林　奈保
水谷　茉央
轟　智絵
多田　光希

早稲田大 中尾　優子 田中彩能 加藤　充恵 8
中島未早希 小室奈緒 飛永　亜希

保科　しおり
森　美紗樹

淑徳大 松澤茉里奈 大庭　咲陽子 4
石垣優香 前原　麻芳

専修大 原ちひろ 吉國由花 天野　友未 9
北川　真央
樽見　早由利
森下　美葉
榊原　恵

竹之内　美希
瀬下　真優

東京富士大 池田好美 原田　智美 9
平野容子 岡　れいさ
伊積ひかり 園田　彩佳

上田　萌
小森　愉生
稲田　侑加

大正大 笠原多加恵 加藤亜理沙 藤井　奈帆 7
小野奈希紗 齊藤　あづみ

小川　直子
柏木　美輝

青山学院大 城戸　佳織 2
藤田　麻紀子

日本大 鈴木　明日香 5
目黒　さくら
田中　千穂
佐野　萌子
黄　佳陽

日本体育大 須磨　睦 宮崎　詩乃 2

國学院大 関谷　遥 4
長谷川　千紘
住吉　由起子
星川　尚子

筑波大 大森玲奈 檜山　春菜 3
小坂　紗代

計 10 9 43 62



女子ダブルス 無条件 関東推薦 予選通過 計

中央大 根本理世・北岡エリ子 倉林奈保・多田光希 村田　明弓・門馬　汐里 5
岡野　あいみ・轟　智絵
松岡　奈々・水谷　茉央

早稲田大 田中彩能・飛永亜希 中島　未早希・中尾　優子 4
加藤　充恵・森　美紗樹
平舩　亜美・小室　奈緒

淑徳大 石垣優香・大庭咲陽子 2
白鳥舞・松澤茉里奈

専修大 天野友未・原ちひろ 伊藤　瑞花・北川　真央 4
樽見　早由利・吉國　由花
榊原　恵・森下　美葉

東京富士大 原田智美・伊積ひかり 池田　好美・平野　容子 6
伊積さくら・岡れいさ 園田　彩佳・稲田　侑加

上田　萌・佐藤　理穂
石井　瑞保・伊庭　雅美

大正大 加藤亜理沙・笠原多加恵 藤井　奈帆・大井　奈都美 2

青山学院大 藤田　麻紀子・才津　彩奈 2
金江　夏美・城戸　佳織

日本大 平舩成海・吉田美穂 目黒　さくら・田中　千穂 3
黄　佳陽・佐野　萌子

日本体育大 須磨睦・宮崎詩乃 1

東洋大 松崎　鈴可・加倉井　和美 1

筑波大 大森　玲奈・檜山　春菜 1

東京学芸大 金子真弓・楠美唯果 1

計 5 7 20 32


