
③一般男2位　№1/1
第 2 回 「TAGA OPEN」 卓球大会

ブロック ① ② ③ ④ ⑤

田中　悠太 根本　康平 関口　雄太 遠田　隼司 小島　良仁

仙斗興業（福島） 多賀クラブJr 常北クラブ 個人【遠田】 科技高日立 2-1

石原壮泰  小山　裕樹 坂場　康宏 成田　拓未 神長　慶一

茨城大  太田Rising 茨城県庁 科技高日立 多賀クラブ 1-1

 吉野　樹 大川　知明 渡辺　晃貴 安保　龍郎 岡田　英人

 埼工大（埼玉） 多賀クラブ KAMIWASPROTS 科技高日立 常北クラブ 3-1

葛西良啓 加藤　諒 坂本　裕亮 酒井　真希 遠田　裕司

茨城大 多賀クラブJr 常北クラブ 科技高日立 多賀クラブ 1-2

小堀　健太 黒澤　優輝 岡部　英樹 八木田　朋矢 原田　清一郎

球友クラブ 流通経済大 多賀クラブ 科技高日立 東クラブ 2-2

寺門　直輝 上野　たくみ 鈴木　智也 村上　征慈 山田　博斗

茨城県庁 MIクラブ 多賀クラブ 太田Rising 科技高日立 1-3

松本　康平 安保　涼太郎 櫻庭慶佑 安田　尚樹 堀野辺　健太 4-1

仙斗興業（福島） 多賀クラブ 茨城大 科技高日立 常北クラブ

石井　貴裕 黒澤　　　 関谷　悠陸 猪狩　捷太郎 宮嶋　慎悟

多賀クラブ 個人 常北クラブ 太田Rising 科技高日立 2-3

下山田　智  笹本　晃矢 猪股　陸 中田　航太郎 安岡　一樹

仙斗興業（福島）  茨城県庁 茨城大 多賀クラブJr 科技高日立 1-4

大熊　孝延 薄井　啓  箕口　智史 荷見　昌治 佐川　慎哉

いなんちゅ（埼玉） 茨城大  球友クラブ 多賀クラブ 科技高日立 3-2

高木　学 佐藤　翼  家村　航平 小松　流星 アル・ドミニク

埼工大（埼玉） 多賀クラブJr  茨城県庁 科技高日立 常北クラブ 1-5

野上謙三 平栗　将隆 武子　朝哉 宮嵜　克己 古賀　敬大

茨城大 多賀クラブ 太田Rising 玉里クラブ 科技高日立 2-4

仲田　和雅 今井　雄太 鹿山　潤一郎 柳沼　孝 田久　真人

仙斗興業（福島） 多賀クラブ 茨キリ大 多賀クラブ 科技高日立
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③一般男3位　№1/1
第 2 回 「TAGA OPEN」 卓球大会

ブロック ① ② ③ ④ ⑤

田中　悠太 根本　康平 関口　雄太 遠田　隼司 小島　良仁

仙斗興業（福島） 多賀クラブJr 常北クラブ 個人【遠田】 科技高日立 2-1

石原壮泰  小山　裕樹 坂場　康宏 成田　拓未 神長　慶一

茨城大  太田Rising 茨城県庁 科技高日立 多賀クラブ 1-1

 吉野　樹 大川　知明 渡辺　晃貴 安保　龍郎 岡田　英人

 埼工大（埼玉） 多賀クラブ KAMIWASPROTS 科技高日立 常北クラブ 3-1

葛西良啓 加藤　諒 坂本　裕亮 酒井　真希 遠田　裕司

茨城大 多賀クラブJr 常北クラブ 科技高日立 多賀クラブ 1-2

小堀　健太 黒澤　優輝 岡部　英樹 八木田　朋矢 原田　清一郎

球友クラブ 流通経済大 多賀クラブ 科技高日立 東クラブ 2-2

寺門　直輝 上野　たくみ 鈴木　智也 村上　征慈 山田　博斗

茨城県庁 MIクラブ 多賀クラブ 太田Rising 科技高日立 1-3

松本　康平 安保　涼太郎 櫻庭慶佑 安田　尚樹 堀野辺　健太 4-1

仙斗興業（福島） 多賀クラブ 茨城大 科技高日立 常北クラブ

石井　貴裕 黒澤　　　 関谷　悠陸 猪狩　捷太郎 宮嶋　慎悟

多賀クラブ 個人 常北クラブ 太田Rising 科技高日立 2-3

下山田　智  笹本　晃矢 猪股　陸 中田　航太郎 安岡　一樹

仙斗興業（福島）  茨城県庁 茨城大 多賀クラブJr 科技高日立 1-4

大熊　孝延 薄井　啓  箕口　智史 荷見　昌治 佐川　慎哉

いなんちゅ（埼玉） 茨城大  球友クラブ 多賀クラブ 科技高日立 3-2

高木　学 佐藤　翼  家村　航平 小松　流星 アル・ドミニク

埼工大（埼玉） 多賀クラブJr  茨城県庁 科技高日立 常北クラブ 1-5

野上謙三 平栗　将隆 武子　朝哉 宮嵜　克己 古賀　敬大

茨城大 多賀クラブ 太田Rising 玉里クラブ 科技高日立 2-4

仲田　和雅 今井　雄太 鹿山　潤一郎 柳沼　孝 田久　真人

仙斗興業（福島） 多賀クラブ 茨キリ大 多賀クラブ 科技高日立
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③一般男4位　№1/1
第 2 回 「TAGA OPEN」 卓球大会

ブロック ① ② ③ ④ ⑤

田中　悠太 根本　康平 関口　雄太 遠田　隼司 小島　良仁

仙斗興業（福島） 多賀クラブJr 常北クラブ 個人【遠田】 科技高日立 2-1

石原壮泰  小山　裕樹 坂場　康宏 成田　拓未 神長　慶一

茨城大  太田Rising 茨城県庁 科技高日立 多賀クラブ 1-1

 吉野　樹 大川　知明 渡辺　晃貴 安保　龍郎 岡田　英人

 埼工大（埼玉） 多賀クラブ KAMIWASPROTS 科技高日立 常北クラブ 3-1

葛西良啓 加藤　諒 坂本　裕亮 酒井　真希 遠田　裕司

茨城大 多賀クラブJr 常北クラブ 科技高日立 多賀クラブ 1-2

小堀　健太 黒澤　優輝 岡部　英樹 八木田　朋矢 原田　清一郎

球友クラブ 流通経済大 多賀クラブ 科技高日立 東クラブ 2-2

寺門　直輝 上野　たくみ 鈴木　智也 村上　征慈 山田　博斗

茨城県庁 MIクラブ 多賀クラブ 太田Rising 科技高日立 1-3

松本　康平 安保　涼太郎 櫻庭慶佑 安田　尚樹 堀野辺　健太 4-1

仙斗興業（福島） 多賀クラブ 茨城大 科技高日立 常北クラブ

石井　貴裕 黒澤　　　 関谷　悠陸 猪狩　捷太郎 宮嶋　慎悟

多賀クラブ 個人 常北クラブ 太田Rising 科技高日立 2-3

下山田　智  笹本　晃矢 猪股　陸 中田　航太郎 安岡　一樹

仙斗興業（福島）  茨城県庁 茨城大 多賀クラブJr 科技高日立 1-4

大熊　孝延 薄井　啓  箕口　智史 荷見　昌治 佐川　慎哉

いなんちゅ（埼玉） 茨城大  球友クラブ 多賀クラブ 科技高日立 3-2

高木　学 佐藤　翼  家村　航平 小松　流星 アル・ドミニク

埼工大（埼玉） 多賀クラブJr  茨城県庁 科技高日立 常北クラブ 1-5

野上謙三 平栗　将隆 武子　朝哉 宮嵜　克己 古賀　敬大

茨城大 多賀クラブ 太田Rising 玉里クラブ 科技高日立 2-4

仲田　和雅 今井　雄太 鹿山　潤一郎 柳沼　孝 田久　真人

仙斗興業（福島） 多賀クラブ 茨キリ大 多賀クラブ 科技高日立

12

13 13

12

10

11 11

10

8

9 9

8

6

7 7

6

4

5 5

4

3 3

1 1

2 2

【 一般男子 】 予選　４　位 順位トーナメント



③一般男5位　№1/1
第 2 回 「TAGA OPEN」 卓球大会

ブロック ① ② ③ ④ ⑤

田中　悠太 根本　康平 関口　雄太 遠田　隼司 小島　良仁

仙斗興業（福島） 多賀クラブJr 常北クラブ 個人【遠田】 科技高日立

石原壮泰  小山　裕樹 坂場　康宏 成田　拓未 神長　慶一

茨城大  太田Rising 茨城県庁 科技高日立 多賀クラブ

 吉野　樹 大川　知明 渡辺　晃貴 安保　龍郎 岡田　英人

 埼工大（埼玉） 多賀クラブ KAMIWASPROTS 科技高日立 常北クラブ 3-1

葛西良啓 加藤　諒 坂本　裕亮 酒井　真希 遠田　裕司

茨城大 多賀クラブJr 常北クラブ 科技高日立 多賀クラブ 1-1

小堀　健太 黒澤　優輝 岡部　英樹 八木田　朋矢 原田　清一郎

球友クラブ 流通経済大 多賀クラブ 科技高日立 東クラブ 2-1

寺門　直輝 上野　たくみ 鈴木　智也 村上　征慈 山田　博斗

茨城県庁 MIクラブ 多賀クラブ 太田Rising 科技高日立 1-2

松本　康平 安保　涼太郎 櫻庭慶佑 安田　尚樹 堀野辺　健太 4-1

仙斗興業（福島） 多賀クラブ 茨城大 科技高日立 常北クラブ

石井　貴裕 黒澤　　　 関谷　悠陸 猪狩　捷太郎 宮嶋　慎悟

多賀クラブ 個人 常北クラブ 太田Rising 科技高日立

下山田　智  笹本　晃矢 猪股　陸 中田　航太郎 安岡　一樹

仙斗興業（福島）  茨城県庁 茨城大 多賀クラブJr 科技高日立

大熊　孝延 薄井　啓  箕口　智史 荷見　昌治 佐川　慎哉

いなんちゅ（埼玉） 茨城大  球友クラブ 多賀クラブ 科技高日立 3-2

高木　学 佐藤　翼  家村　航平 小松　流星 アル・ドミニク

埼工大（埼玉） 多賀クラブJr  茨城県庁 科技高日立 常北クラブ 1-3

野上謙三 平栗　将隆 武子　朝哉 宮嵜　克己 古賀　敬大

茨城大 多賀クラブ 太田Rising 玉里クラブ 科技高日立 2-2

仲田　和雅 今井　雄太 鹿山　潤一郎 柳沼　孝 田久　真人

仙斗興業（福島） 多賀クラブ 茨キリ大 多賀クラブ 科技高日立
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