
氏　　名 所　属 小松原 石　坂 菱　山 森　岡 勝　敗 順　位

小松原　俊夫 個人 ×１－３ ×１－３ ○３－０ １―２ 3

石坂　武司 ＴＳＣ ○３－１ ×０－３ ○３－０ ２―１ 2

菱山　俊彦 ＴＳＣ ○３－１ ○３－０ ○３－２ ３―０ 1

森岡　敦 個人 ×０－３ ×０－３ ×２－３ ０―３ 4

【予選リーグ】
Ａ

氏　　名 所　属 畠　山 吉　川 大　葉 勝　敗 順　位

畠山　拓人 ベアー ○３－０ ○３－０ ２―０ 1

吉川　義明 羽村特支 ×０－３ ×０－３ ０―２ 3

大葉　知樹 南大沢学園 ×０－３ ○３－０ １―１ 2

Ｂ
氏　　名 所　属 坂　口 岡　田 井　上 勝　敗 順　位

坂口　翼 ＴＳＣ ○３－１ ○３－０ ２―０ 1

岡田　元気 羽村特支 ×１－３ ○３－０ １―１ 2

井上　海斗 南大沢学園 ×０－３ ×０－３ ０―２ 3

Ｃ
氏　　名 所　属 宮　本 石　倉 橘 勝　敗 順　位

宮本　聖也 南大沢学園 ○３－０ ○３－０ ２―０ 1

石倉　弘之 未来 ×０－３ ○３－０ １―１ 2

橘　崇 羽村特支 ×０－３ ×０－３ ０―２ 3

氏　　名 所　属 中　村 池　田 竹　原 勝　敗 順　位

中村　鷹遥 富士通システムズイースト ○３－１ １―０ 1

池田　雄太 羽村特支 ―

竹原　颯 南大沢学園 ×１－３ ０―１ 2

氏　　名 所　属 吉　田 双　木 有　馬 勝　敗 順　位

吉田　健太 まゆみ会 ○３－０ ○３－０ ２―０ 1

双木　翼 羽村特支 ×０－３ ×０－３ ０―２ 3

有馬　祐斗 南大沢学園 ×０－３ ○３－０ １―１ 2

氏　　名 所　属 野　中 武　藤 塩　澤 勝　敗 順　位

野中　晨光 ＳＯＮ東京 ○３－１ ○３－０ ２―０ 1

武藤　淳一 まゆみ会 ×１－３ ○３－０ １―１ 2

塩澤　遊 南大沢学園 ×０－３ ×０－３ ０―２ 3

Ｇ
氏　　名 所　属 沼　尻 水　村 船　橋 勝　敗 順　位

沼尻　有輝也 ＩＴＳ三鷹 ○３－０ ×１－３ １―１ 1

水村　謙利 羽村特支 ×０－３ ○３－１ １―１ 3

船橋　理貴 南大沢学園 ○３－１ ×１－３ １―１ 2

Ｅ

Ｆ

＜聴覚障害者男子の部＞
【聴覚男子　決勝リーグ】

＜知的障害者男子の部＞

Ｄ



Ｈ
氏　　名 所　属 浅　見 松　尾 菅　野 勝　敗 順　位

浅見　守 未来 ×１－３ ○３－０ １―１ 2

松尾　昌明 個人 ○３－１ ○３－０ ２―０ 1

菅野　護 南大沢学園 ×０－３ ×０－３ ０―２ 3

Ｉ
氏　　名 所　属 浅　見 樅　山 新　谷 大　湖 勝　敗 順　位

浅見　徹 未来 ○３－０ ○３－０ ○３－０ ３―０ 1

樅山　駿 個人 ×０－３ ○３－０ ○３－０ ２―１ 2

新谷　光司 羽村特支 ×０－３ ×０－３ ○３－１ １―２ 3

大湖　陽介 個人 ×０－３ ×０－３ ×１－３ ０―３ 4
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３位決定戦（決勝トーナメント６・７の敗者）
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【知的障害者女子　決勝リーグ】

氏　　名 所　属 櫨　山 高　橋 柴　田 小野関 浅　岡 勝　敗 順　位

櫨山　七菜子 未来 ○３－０ ○３－０ ○３－０ ○３－０ ４―０ 1

高橋　かおり 茨城フェニックス ×０－３ ○３－１ ○３－１ ○３－０ ３―１ 2

柴田　由姫 個人 ×０－３ ×１－３ ×０－３ Ｌ ０―４ 5

小野関　光 南大沢学園 ×０－３ ×１－３ ○３－０ ×２－３ １―３ 4

浅岡　美代子 羽村特支 ×０－３ ×０－３ Ｗ ○３－２ ２―２ 3

⑦　中村鷹遥 　（富士通システムズイースト）

【知的障害者男子　決勝トーナメント】

⑥　松尾昌明

①　坂口翼 　　（　　　  ＴＳＣ  　　  ）

②　畠山拓人 　　（　　　　ベアー　　　）

吉田健太 　　（　　　まゆみ会　   ）

＜知的障害者女子の部＞

３位
野中晨光 　　（　　ＳＯＮ東京　　 ）

③　浅見徹 　　（　　　未　来　　　  ）

④　吉田健太 　　（　　　まゆみ会　   ）

⑤　沼尻有輝也

　　（　　　 個　人    　 ）

　　（　　　ＩＴＳ三鷹　　 ）

⑧　野中晨光 　　（　　ＳＯＮ東京　　 ）

⑨　宮本聖也 　　（　　南大沢学園　 ）

畠山拓人




