平成28年1月11日～17日
東京都：東京体育館

天皇杯・皇后杯
平成27年度 全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）ランキング
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男子シングルス
水谷
隼 （東 京）beacon.LAB
張
一博 （東 京）東京アート
吉村 真晴 （愛 知）愛知工業大学
笠原 弘光 （東 京）協和発酵キリン
森田 侑樹 （東 京）シチズン
丹羽 孝希 （東 京）明治大学
酒井明日翔 （東 京）明治大学
大矢 英俊 （東 京）東京アート
松下 海輝 （東 京）明治大学
松平 賢二 （東 京）協和発酵キリン
上村 慶哉 （福 岡）早稲田大学
森薗 政崇 （東 京）明治大学
村松 雄斗 （東 京）東京アート
坪井 勇磨 （茨 城）筑波大学
町
飛鳥 （東 京）明治大学
上田
仁 （東 京）協和発酵キリン
男子ダブルス
水谷
隼 （東 京）beacon.LAB
𠮷田 雅己 （愛 知）愛知工業大学
松生 直明 （東 京）リコー
鹿屋 良平 （東 京）リコー
山本 勝也 （東 京）早稲田大学
平野 晃生 （東 京）早稲田大学
大島 祐哉 （東 京）早稲田大学
上村 慶哉 （東 京）早稲田大学
松平 賢二 （東 京）協和発酵キリン
上田
仁 （東 京）協和発酵キリン
上江洲光志 （愛 知）愛知工業大学
松下 大星 （愛 知）愛知工業大学
森田 侑樹 （東 京）シチズン
軽部 隆介 （東 京）シチズン
村井
桂 （東 京）法政大学
東
勇渡 （東 京）専修大学
混合ダブルス
田添 健汰 （東 京）専修大学
前田 美優 （大 阪）日本生命
宮本 幸典 （京 都）中央大学
高橋真梨子 （京 都）同志社大学
千葉 悠平 （埼 玉）埼玉工業大学
平 真由香 （埼 玉）正智深谷高校
平野 友樹 （東 京）協和発酵キリン
鈴木 李茄 （東 京）専修大学
藤村 友也 （愛 知）愛知工業大学
楠川 愛子 （愛 知）愛知工業大学
片岡 弘紀 （茨 城）筑波大学
市川
梓 （茨 城）日立化成
坪井 勇磨 （茨 城）筑波大学
松澤茉里奈 （茨 城）日立化成
加藤 由行 （愛 知）愛知工業大学
中畑 夏海 （愛 知）愛知工業大学
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女子シングルス
石川 佳純 （山 口）全農
平野 美宇 （東 京）JOCエリートアカデミー
伊藤 美誠 （大 阪）スターツSC
加藤 杏華 （岐 阜）十六銀行
松澤茉里奈 （茨 城）日立化成
早田 ひな （福 岡）石田卓球クラブ
浜本 由惟 （東 京）JOCエリートアカデミー/大原学園
佐藤
瞳 （北海道）札幌大谷高校
福原
愛 （東 京）ANA
若宮三紗子 （大 阪）日本生命
平野 容子 （和歌山）オークワ
平野早矢香 （大 阪）ミキハウス
北岡エリ子 （茨 城）日立化成
宋
恵佳 （広 島）中国電力
石垣 優香 （大 阪）日本生命
土井みなみ （広 島）中国電力
女子ダブルス
天野
優 （東 京）サンリツ
中島未早希 （東 京）サンリツ
土井みなみ （広 島）中国電力
𡈽田 美紀 （広 島）中国電力
平野早矢香 （大 阪）ミキハウス
石川 佳純 （山 口）全農
池田 好美 （茨 城）日立化成
北岡エリ子 （茨 城）日立化成
平 真由香 （埼 玉）正智深谷高校
田口瑛美子 （埼 玉）正智深谷高校
森薗 美咲 （茨 城）日立化成
松澤茉里奈 （茨 城）日立化成
小道野 結 （東 京）早稲田大学
高橋 結女 （東 京）早稲田大学
森田 彩音 （東 京）JOCエリートアカデミー/帝京
加藤結有子 （東 京）JOCエリートアカデミー/帝京
ジュニア男子
木造 勇人 （愛 知）愛工大名電高校
緒方遼太郎 （東 京）JOCエリートアカデミー/帝京
伊丹 雄飛 （山 口）野田学園高校
張本 智和 （宮 城）仙台ジュニアクラブ
髙見 真己 （愛 知）愛工大名電高校
出雲 卓斗 （石 川）遊学館高校
沼村 斉弥 （山 口）野田学園高校
松山 祐季 （愛 知）愛工大名電高校
ジュニア女子
浜本 由惟 （東 京）JOCエリートアカデミー/大原学園
橋本帆乃香 （大 阪）四天王寺高校
平野 美宇 （東 京）JOCエリートアカデミー
梅村 優香 （大 阪）四天王寺高校
早田 ひな （福 岡）石田卓球クラブ
皆川 優香 （大 阪）昇陽中学校
塩見 真希 （大 阪）ミキハウスＪＳＣ
山本 笙子 （福 井）福井商業高校

