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1位 王励勤 中華人民共和国
2位 ボル ドイツ
3位 馬琳 中華人民共和国
4位 王皓 中華人民共和国
5位 サムソノフ ベラルーシ
6位 陳杞 中華人民共和国
7位 呉尚垠 大韓民国
8位 柳承敏 大韓民国
9位 陳衛星 オーストリア

10位 ■帥 中華人民共和国
11位 クレアンガ ギリシャ
12位 シュラガー オーストリア
13位 荘智淵 チャイニーズ・タイペイ
14位 劉国正 中華人民共和国
15位 朱世赫 大韓民国
16位 李静 中国香港
17位 J-M.セイブ ベルギー
18位 クリサン ルーマニア
19位 孔令輝 中華人民共和国
20位 馬龍 中華人民共和国
21位 コルベル チェコ
22位 メイス デンマーク
23位 張■ 中国香港
24位 スミルノフ ロシア
25位 プリモラッツ クロアチア
26位 高礼澤 中国香港
27位 ブワシュチック ポーランド
28位 蒋澎龍 チャイニーズ・タイペイ
29位 李延佑 大韓民国
30位 ワルドナー スウェーデン
31位 シーラ フランス
32位 カールソン スウェーデン
33位 ルンクイスト スウェーデン
34位 馬文革 中華人民共和国
35位 エロワ フランス
35位 ロスコフ ドイツ
37位 ケーン オランダ
38位 パーソン スウェーデン
38位 シュテーガー ドイツ
40位 カラカセビッチ セルビア・モンテネグロ
41位 雷振華 中華人民共和国
41位 梁柱恩 中国香港
43位 何志文 スペイン
44位 クズミン ロシア
45位 ガオ・ニン シンガポール
46位 グルイッチ セルビア・モンテネグロ
47位 松下浩二 日本・グランプリ
48位 フェイヤー-コナート ドイツ
48位 吉田海偉 日本・日産自動車
50位 ズース ドイツ

M e n
1位 張怡寧 中華人民共和国
2位 郭躍 中華人民共和国
3位 郭炎 中華人民共和国
4位 帖雅娜 中国香港
5位 王楠 中華人民共和国
6位 李暁霞 中華人民共和国
7位 リ・ジャウェイ シンガポール
8位 牛剣鋒 中華人民共和国
9位 ボロシュ クロアチア

10位 金■娥 大韓民国
11位 曹臻 中華人民共和国
12位 高軍 アメリカ
13位 林菱 中国香港
14位 福原愛 日本・グランプリ
15位 姜華君 中国香港
16位 柳絮飛 中国香港
16位 ワン・ユエグー（王越古） シンガポール
18位 シュテフ ルーマニア
19位 李楠 中華人民共和国
19位 Vi.パブロビッチ ベラルーシ
21位 リュウ・ジャ オーストリア
22位 シュトルーゼ ドイツ
23位 朴美英 大韓民国
24位 トート ハンガリー
24位 范瑛 中華人民共和国
26位 ション・イェンフェイ スペイン
27位 リー・ジャオ オランダ
28位 文玄晶 大韓民国
29位 平野早矢香 日本・ミキハウス
30位 張瑞 中国香港
31位 チャン・シュエリン シンガポール
32位 常晨晨 中華人民共和国
33位 タン・ウェンリン イタリア
34位 ウ・ジャドゥオ（呉佳多） ドイツ
35位 キム・ヒャンミ 朝鮮民主主義人民共和国
36位 ステファノバ イタリア
37位 丁寧 中華人民共和国
38位 樋浦令子 日本・ミキハウス
38位 梅村礼 日本・文化シヤッター
40位 白楊 中華人民共和国
40位 藤沼亜衣 日本・ミキハウス
42位 スン・ベイベイ シンガポール
43位 福岡春菜 日本・中国電力
44位 金沢咲希 日本・日本生命
44位 ボージク ドイツ
46位 ガニナ ロシア
47位 丁亜萍 中華人民共和国
48位 桑亜嬋 中国香港
49位 李恩姫 大韓民国
50位 陳晴 中華人民共和国
50位 王晨 アメリカ

W o m e n

93位 水谷隼 青森山田高
113位 岸川聖也 スヴェンソン
134位 高木和健一 青森大
141位 木方慎之介 協和発酵
155位 坂本竜介 青森大
160位 久保田隆三 早稲田大
168位 高木和卓 青森山田高
181位 三田村宗明 日産自動車
197位 時吉佑一 早稲田大

50～200位の日本人選手

9 月 1 日 国際卓球連盟発表／　印は今大会参加予定選手

M e n
55位 藤井寛子 日本生命
62位 小西杏 アスモ
74位 高橋美貴江 十六銀行
97位 岸田聡子 日本生命

126位 越崎歩 中国電力
140位 末益亜紗美
145位 石垣優香 秀光中等教育学校
145位 脇ノ谷直子 サンリツ
156位 伊藤みどり 筑波大
161位 潮崎由香 十六銀行
166位 小野思保 淑徳大
167位 渡辺裕子 中央大
182位 藤田由希 サンリツ
183位 照井萌美 秀光中等教育学校
190位 狭間のぞみ 大正大
197位 山梨有理 淑徳大

50～200位の日本人選手 W o m e n
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