
ブロック 団体名 県名

ドマーニ卓球クラブ A 大阪 北川 雄一朗 中村 亮太 別所 キミヱ 下中 正己

ラポール卓友会 神奈川 東京 川久保 真一 藤井 和彦 磯崎 直美

岡山旭卓友会 B 岡山 香川 岡 紀彦 森本 浩郁 西田 恭久 皆見 信博

Fantasista A 大阪 滋賀 松尾 充浩 宇野 正則 青木 優真 谷口 智広

T.T Labo 東京 千葉 渡邊 剛 原田 亜香里 深澤 美恵

ビースト A 三重 玉津 徹也 東村 武幸 池山 優花

エール 石川 浜上 悟 井上 陽水 大山 厚子

ディスタンス A 東京 吉田 信一 長島 秀明 七野 一輝

茨城フェニックス A 茨城 中島 秀男 小松澤 豊宏 星 光晴

Fantasista C 大阪 宇佐見 保弘 畠岡 裕幸 坂本 仁

FLAT-OUT 愛知 岐阜 吉田 和弘 前田 圭 河口 泰士 水野 誠之

アイリス 静岡 藤原 正治 土井 健太郎 齋藤 元希 藤原 佐登子

Fantasista B 大阪 住谷 充弘 今井 義隆 二宮 一郎 西田 宗城

ディスタンス B 東京 茨城 栃木 島也 博明 細谷 直生 田野倉 祥子

茨城フェニックス B 茨城 埼玉 須藤 泰子 長田 広子 大和 勇祐

ドマーニ卓球クラブ B 大阪 鍋坂 勇夫 坂崎 浩樹 中本 亨 宮﨑 恵菜

関東車椅子連合 東京 埼玉 茨城 佐藤 幸広 金子 修 張 替明

スイートピー 熊本 杉内 博幸 竹田 勉 西村 亜佑子

Fantasista D 大阪 高松 海優 渡辺 温暉 村田 成謙

ブロック 団体名 県名

関東会 東京 埼玉 佐藤 泰巳 岩渕 幸洋 武田 宜久 金子 和也 金野 駿

フェニックス 兵庫 矢本 勝 森脇 賢造 二宮 仁

北卓会 北海道 有澤 康太 船戸 理来 隅田 陽向

愛知ファイヤーズ A 愛知 八木 克勝 中村 剛 杉浦 富夫

フェニックス・Infinity 兵庫 京都 奥畑 哲也 神戸 良明 三宅 浩明

えーたく 東京 神奈川 辻村 琢光 西村 卓士 小林 航大

ALEGALO 岡山 片見 公亮 蔭山 右京 平山 裕之 飯塚 暖

大阪パラ卓球連絡会 大阪 玉置 修司 山田 優 宮前 貴浩 来田 啓幹

関東EFFORT 東京 埼玉 広瀬 由剛 矢立 泰介 富岡 成一 新妻 久志

愛知ファイヤーズ B 岐阜 長野 三重 中島 拓哉 高橋 克李 高礒 泰久

ブロック 団体名 県名

愛知ファイヤーズ W 愛知 京都 大原 豊子 間瀬 ふじ子 江幡 裕子

埼玉親久会 埼玉 東京 神奈川 藤本 けい子 丸山 ひより 角田 セツ

SST富士山＆ラポール 静岡 神奈川 山崎 玉乃 杉本 綾子 松島 恵子 石河 恵美

ビースト B 三重 愛知 中村 典子 佐藤 ゆかり 藤原 みなみ

ブロック 団体名 県名

FTT 福岡 佐賀 千葉 立石 アルファ裕一 西 晃宏 上田 大雅 中村 望

岡山旭卓友会 A 岡山 香川 田澤 敬三 古谷 京子 森田 秀樹

愛知ファイヤーズ X 愛知 渡邉 紳一郎 荒木 良之 八木 弘敬 鈴木 眞理

Infinity 京都 大阪 永井 浩之 福田 光徳 久米 康之 伊藤 信子

FKTT 福岡 熊本 松本 圭吾 栫 完治 工藤 恭子
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