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News Release	 
  

2016 年 5 月 27 日 

公益財団法人 日本卓球協会 
（1 枚目／全 3 枚） 

2016  ITTF  ワールドツアースーパーシリーズ  

ラオックス卓球ジャパンオープン荻村杯  

日本選手エントリー決定のお知らせ  

 2016 年 6 月 15 日（水）〜6 月 19 日（日）の期間、東京体育館 （東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-17-1）にて開

催する 『2016 ITTF ワールドツアースーパーシリーズ ラオックス卓球ジャパンオープン荻村杯』にエントリ

ーし、出場予定の日本選手が決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。 

日本は今大会開催国のため出場枠が増加、U-21 世代の選手も数多くエントリーし、男女合わせて計 46

名の選手がエントリーしています。 
 

 なお、 他国選手について、出場に関する正式決定・発表は、6 月上旬頃の予定です。 
 

報道関係各位におかれましては、本件につきまして告知等のご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

－ 記 － 

 
ラオックス卓球ジャパンオープン荻村杯 2016 日本選手エントリー一覧 

（男子 27 名、女子 19 名） 

※ WR = ITTF（国際卓球連盟）から発表されるワールドランキング。2016 年 5 月 5 日付。 

※	 【他種目】  

(1) MD = 男子ダブルス、WD = 女子ダブルス。同番号同士の選手がペアを組む 

(2) U-21 = 21 歳以下のカテゴリーにもエントリーしている選手 

 

［男子シングルス］ 

No WR 順位 選手名 所属 誕生日（年齢） 他種目 

1 6 位 水谷 隼 (MIZUTANI Jun) ［beacon.LAB］ 1989/06/09 （26 歳）  

2 15 位 吉村 真晴 （YOSHIMURA Maharu） ［名古屋ダイハツ］ 1993/08/03 （22 歳） MD1 

3 19 位 丹羽 孝希 (NIWA Koki) ［明治大学］ 1994/10/10 （21 歳） MD1 

4 28 位 松平 健太 (MATSUDAIRA Kenta) ［JTB］ 1991/04/11 （25 歳)  

5 29 位 大島 祐哉 (OSHIMA Yuya) ［ファースト］ 1994/03/05 （22 歳) MD2 

6 34 位 森薗 政崇 (MORIZONO Masataka) ［明治大学］ 1995/04/05 （21 歳) MD2 

7 47 位 村松 雄斗 (MURAMATSU Yuto) ［東京アート］ 1996/10/14 （19 歳) U-21 

8 75 位 松平 賢二 (MATSUDAIRA Kenji) ［協和発酵キリン］ 1989/04/06 （27 歳)  

9 80 位 高木和 卓 (TAKAKIWA Taku) ［東京アート］ 1988/09/29 （27 歳)  

10 91 位 三部 航平 (SAMBE Kohei) ［専修大学］ 1997/07/13 （18 歳) U-21 

11 125 位 及川 瑞基 (OIKAWA Mizuki) ［専修大学］ 1997/06/26 （18 歳) U-21 

12 140 位 吉村 和弘 (YOSHIMURA Kazuhiro) ［愛知工業大学］ 1996/07/28 （19 歳) U-21 

13 142 位 田添 健汰 (TAZOE Kenta ) ［専修大学］ 1995/04/02 （21 歳) U-21 

14 155 位 木造 勇人 (KIZUKURI Yuto) ［愛工大名電高校］ 1999/10/22 （16 歳) U-21 
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（2 枚目／全 3 枚） 

［男子シングルス］ 

No WR 順位 選手名 所属 誕生日（年齢） 他種目 

15 211 位 張本 智和 (HARIMOTO Tomokazu) 
［JOC エリート 

     アカデミー］ 
2003/06/27 （12 歳) U-21 

16 - 塩野 真人 (SHIONO Masato) ［東京アート］ 1986/04/30 （30 歳)  

17 - 神 巧也 (JIN Takuya) ［シチズン］ 1993/03/02 （23 歳）  

18 - 上田 仁 （UEDA Jin） ［協和発酵キリン］ 1991/12/10 （24 歳）  

19 - 町 飛鳥 (MACHI Asuka) ［明治大学］ 1994/05/20 （22 歳）  

20 - 宮本 幸典 (MIYAMOTO Yukinori)

※ 

［中央大学］ 1995/09/25 （20 歳) 
U-21 

※WL(Waiting List)＝U-21 大会出場枠 32 名の参加予定選手に棄権が生じた場合のみ参加 

 

［U-21 男子のみエントリー］ 

No WR 順位 選手名 所属 誕生日（年齢） 

21 185 位 緒方 遼太郎 (OGATA Ryotaro) 
［JOC エリート 

アカデミー／帝京］ 
1998/04/14 （18 歳) 

22 192 位 龍崎 東寅 (RYUZAKI Tonin) 
［JOC エリート 

アカデミー／帝京］ 
1998/12/29 （17 歳) 

23 253 位 宇田 幸矢 (UDA Yukiya) 
［JOC エリート 

    アカデミー］ 
2001/08/06 （14 歳) 

24 265 位 出雲 卓斗 (IZUMO Takuto) ［遊学館高校］ 1999/09/15 （16 歳) 

25 273 位 上村 慶哉 (UEMURA Keiya)※ ［早稲田大学］ 1995/07/24 （20 歳） 

26 
- 

定松 祐輔 (SADAMATSU Yusuke)

※ 

［中央大学］ 1995/11/09 （20 歳) 

27 - 坪井 勇磨 (TSUBOI Yuma) ［筑波大学］ 1997/02/24 （19 歳) 

※WL(Waiting List)＝U-21 大会出場枠 32 名の参加予定選手に棄権が生じた場合のみ参加 

 

［女子シングルス］  

No WR 順位 選手名 所属 誕生日（年齢） 他種目 

1 4 位 石川 佳純 (ISHIKAWA Kasumi) ［全農］ 1993/02/23 （23 歳）  

2 7 位 福原 愛 （FUKUHARA Ai） ［ANA］ 1988/11/01 （27 歳）  

3 10 位 伊藤 美誠 (ITO Mima) ［スターツ SC］ 2000/10/21 （15 歳） U-21 

4 11 位 平野 美宇 (HIRANO Miu) 
［JOC エリートアカ 

 デミー／大原学園］ 
2000/04/14 （16 歳) U-21 

5 27 位 佐藤 瞳 (SATO Hitomi) ［ミキハウス］ 1997/12/23 （18 歳) 
WD1 

U-21 

6 32 位 加藤 美優 (KATO Miyu) ［礼武道場］ 1999/04/14 （17 歳) U-21 

7 33 位 石垣 優香 (ISHIGAKI Yuka) ［日本生命］ 1989/07/22 （26 歳)  

8 34 位 早田 ひな (HAYATA Hina) ［希望が丘高校］ 2000/07/07 （15 歳） WD2 

9 36 位 森薗 美咲 (MORIZONO Misaki) ［日立化成］ 1992/04/16 （24 歳)  

10 43 位 中畑 夏海 (NAKAHATA Natsumi) ［愛知工業高校］ 1996/07/20 （19 歳) U-21 

11 46 位 浜本 由惟 （HAMAMOTO Yui） 
［JOC エリートアカ 

 デミー／大原学園］ 
1998/07/28 （17 歳） 

WD2 

U-21 

12 50 位 橋本帆乃香 (HASHIMOTO Honoka) ［四天王寺高校］ 1998/07/05 （17 歳) 
WD1 

U-21 

13 62 位 前田 美優 (MAEDA Miyu) ［日本生命］ 1996/06/18 （19 歳) U-21 

14 73 位 森 さくら (MORI Sakura) ［日本生命］ 1996/04/17 （20 歳) U-21 
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［女子シングルス］ 

No WR 順位 選手名 所属 誕生日（年齢） 他種目 

15 152 位 長﨑 美柚 (NAGASAKI Miyu) 
［JOC エリート 

      アカデミー］ 
2002/06/15 （13 歳） U-21 

16 - 鈴木 李茄 (SUZUKI Rika) ［専修大学］ 1994/11/08 （21 歳)  

17 - 安藤みなみ (ANDO Minami) ［専修大学］ 1997/02/12 （19 歳) U-21 

18 - 山本 怜 (YAMAMOTO Rei) ［中央大学］ 1995/09/17 （20 歳) U-21 

 

［U-21 女子のみエントリー］  

No WR 順位 選手名 所属 誕生日（年齢） 他種目 

19 - 阿部 愛莉 (ABE Airi) ［早稲田大学］ 1996/12/06 （19 歳)  

 

【大会概要】 

■大会名称 :  2016ITTF ワールドツアースーパーシリーズ ラオックス卓球ジャパンオープン荻村杯 

■大会期間 : 2016 年 6 月 15 日（水）〜6 月 19 日（日） 

■会 場 : 東京体育館 （東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-17-1） 

■競技種目 : 

 （合計 6 種目） 

1. 男子シングルス 2. 女子シングルス 

3. 男子ダブルス 4. 女子ダブルス 

5. 21 歳以下男子シングルス 6. 21 歳以下女子シングルス 

■試合方法 : ! 男女シングルス ： トーナメント戦の 7 ゲームマッチ 

! 男女ダブルス（男女とも最大 16 ペア） ： トーナメント戦の 5 ゲームマッチ 

! 21 歳以下男女シングルス（男女とも最大 32 名） ： トーナメント戦の 5 ゲームマッチ 

 

■大会公式特設サイト URL ： http://japantabletennis.com/japanopen2016/ 
※観戦チケット絶賛好評販売中。詳しくは特設ウェブサイトで 

■Facebook ページアドレス ： https://www.facebook.com/JapanOpen2016 
 

■大会スケジュール（予定） 

日程 種目・イベント名 時間 

6/14（火） 公式練習 

組み合わせ抽選会、開催記者会見 

 時間未定 

6/15（水） 21 歳以下（U21）男女シングルス 1 回戦 10:00〜20:30（予定） 

男女シングルス 予選 1 回戦～2 回戦 

6/16（木） U21 男女シングルス 2 回戦、準々決勝、準決勝 10:00〜20:15(予定) 

男女シングルス 予選 2 回戦〜3 回戦 

男女ダブルス 1 回戦 

6/17（金） 男女シングルス 1 回戦～2 回戦 10:00〜18:15（予定） 

男女ダブルス 準々決勝 

U21 男女シングルス 決勝 

6/18（土） 男女ダブルス 準決勝 10:00〜21:00(予定) 

男女シングルス 準々決勝  

6/19（日） 男女シングルス 準決勝 10:00〜14:00(予定) 

男女シングルス、表彰式 決勝 15:00〜17:30(予定) 

男女ダブルス、表彰式 決勝 19:00〜21:00（予定） 

 

以上 


