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１ ２０２１年全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部） 

  【（13）参加資格⑧無条件参加選手の取り扱い】 

 ●２０２０年全日本選手権大会ランキング 

   現）男女シングルス・ベスト１６位までを 

   新）  ⇒男女シングルス・ベスト３２位までを 

 

   現）ジュニア男女各８位まで 高校 2 年生以下・・ジュニアと一般に 

                 高校 3 年生は・・・一般に 

   新）  ⇒ジュニア男女各１６位まで 高校 2 年生以下・・ジュニアと一般に 

                     高校 3 年生は・・・一般に 

 

 

※２０２０年度に限りの特例とする。 

（２０２０年６月６日第１回理事会承認） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 年度）2020 年全日本卓球選手権大会ランキング（申込は都道府県卓から） 

男子シングルス 女子シングルス 

 1 宇田 幸矢 （東 京） JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/大原学園 

 2 張本 智和 （東 京） 木下グループ  

 3 戸上 隼輔 （山 口） 野田学園高校 

 4 田 雅己 （東 京） FPC 

5 吉村 和弘 （東 京） 東京アート 

 6 神  巧也 （埼 玉） T.T彩たま 

 7 丹羽 孝希 （東 京） スヴェンソン 

8 吉村 真晴 （茨 城） 名古屋ダイハツ 

 9 大島 祐哉 （京 都） 木下グループ 

10 曽根  翔 （愛 知） 愛知工業大名電高校 

11 及川 瑞基 （東 京） 専修大学 

12 吉田 海偉  （東 京） 東京アート 

13 龍崎 東寅 （東 京） 明治大学 

14 横谷  晟 （愛 知） 愛知工業大名電高校 

15 松山 祐季 （愛 知） 愛知工業大学 

16 町  飛鳥 （鹿児島） 鹿児島県体育協会 

 1 早田 ひな （福 岡） 日本生命 

 2 石川 佳純 （山 口） 全農 

 3 伊藤 美誠 （大 阪） スターツ 

 4 橋本帆乃香 （大 阪） ミキハウス 

5 芝田 沙季 （大 阪） ミキハウス 

 6 木原 美悠 （東 京） JOCエリートアカデミー 

 7 佐藤  瞳 （大 阪） ミキハウス 

8 小塩 遥菜 （東 京） JOCエリートアカデミー 

 9 安藤みなみ （岐 阜） 十六銀行 

10 前田 美優 （大 阪） 日本生命 

11 加藤 知秋 （岐 阜） 十六銀行 

12 庄司 有貴 （広 島） 中国電力 

13 田中 千秋 （愛 知） 豊田自動織機 

14 出澤 杏佳 （茨 城） 大成女子高校  

15 森 さくら （大 阪） 日本生命 

16 加藤 美優 （東 京） 日本ペイントホールディングス 

17 郡山 北斗 （東 京） リコー 

17 平野  友樹  （東 京） 協和キリン 

17 田添  健汰  （神奈川） 木下グループ 

17 髙見  真己  （愛  知） 愛知工業大学 

17 藤村 友也 （和歌山） 日鉄物流ブレイザーズ 

17 有延  大夢   (東  京)  リコー 

17 上村  慶哉   (東  京)  シチズン時計 

17 田添    響  （神奈川） 木下グループ 

17 松下  海輝  （和歌山） 日鉄物流ブレイザーズ 

17 岡田    崚  （長  野） 岡谷市役所 

17 高木和  卓  （東 京） 東京アート 

17 渡辺  裕介  （東 京） 協和キリン 

17 沼村  斉弥  （東 京） 明治大学 

17 定松  祐輔  （和歌山） 日鉄物流ブレイザーズ 

17 森薗  政崇  （東 京） B O B S O N 

17 村松  雄斗  （東 京） 東京アート 

17 三條 裕紀 （東 京） 青山学院大学 

17 木村  光歩  （広 島） 中国電力 

17 奥下  茜里  （岡 山） 日本大学 

17 山本  笙子  （東 京） 中央大学 

17 木村 香純 （東 京） 専修大学 

17 宋   恵佳   (広 島)  中国電力 

17 梅村  優香   (東  京)  中央大学 

17 杉田  陽南  （大  阪） 香ヶ丘リベルテ高校 

17 石田    茜  （愛  知） 日本体育大学 

17 野村    萌  （静  岡） デンソー 

17 徳永  美子  （岐  阜） 十六銀行 

17 森薗  美月  （神奈川） 木下グループ 

17 清家  綾乃  （和歌山） オークワ 

17 松本  優希  （東  京） サンリツ 

17 平野  美宇  （東 京） 日本生命 

17 大藤  沙月  （大  阪） ミキハウスJSC 

ジュニア男子 ジュニア女子 

 1 吉山 僚一 （愛 知） 愛知工業大名電中学校 

 2 松島 輝空 （京 都） 木下グループ 

 3 手塚 峻馬 （高 知） 明徳義塾 

 4 横谷  晟 （愛 知） 愛知工業大名電高校 

5 曽根  翔 （愛 知） 愛知工業大名電高校 

 6 鈴木  颯 （愛 知） 愛知工業大名電中学校 

 7 谷垣 佑真 （愛 知） 愛知工業大名電高校 

8 山本  歩 （島 根） 出雲北稜 

9 萩原 啓至 （愛 知） 愛知工業大名電中学校 

 9 伊藤 礼博 （東 京） 安田学園高校 

 9 大島 史也 （愛 知） 愛知工業大名電高校 

 9 篠塚 大登 （愛 知） 愛知工業大名電高校 

9 小林 広夢 （愛 知） 愛知工業大名電高校 

 9 後藤 世羽 （静 岡） 静岡学園高校 

 9 新名 亮太 （高 知） 明徳義塾 

9 道廣 晴貴 （福 岡） 石田卓球クラブ 

1 大藤 沙月 （大 阪） ミキハウスＪＳＣ 

 2 小塩 遥菜 （東 京） ＪＯＣエリートアカデミー 

 3 杉田 陽南 （大 阪） 香ヶ丘リベルテ高校 

 4 横井 咲桜 （大 阪） ミキハウスＪＳＣ 

5 菅澤柚花里 （大 阪） 四天王寺高校 

 6 村上  宝 （大 阪） 香ヶ丘リベルテ高校 

 7 麻生 麗名 （大 阪） 香ヶ丘リベルテ高校 

8 川北 帆香 （埼 玉） 正智深谷高校 

9 本井 明梨 （大 阪） 四天王寺高校 

 9 原田 夏鈴 （神奈川） 横浜隼人高校 

 9 中森 帆南 （大 阪） 四天王寺高校 

 9 東川 陽菜 （大 阪） 貝塚第二中学校 

9 木原  美悠 （東 京） JOC エリートアカデミー 

 9 赤江 夏星 （大 阪） 貝塚第二中学校 

 9 大川 真実 （大 阪） 四天王寺高校 

9 髙橋あかり （大 阪） 四天王寺高校 

 


