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KODAMA国際教育財団 「U-7卓球選手育成事業～未来のメダリスト～」について
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■U-7卓球選手育成事業～未来のメダリスト～

主催：一般財団法人 KODAMA国際教育財団（理事長 兒玉圭司）

後援：公益財団法人日本卓球協会（強化本部長 宮崎義仁 様）

協力：磐田市（市長 渡部修 様）、静岡県卓球協会

オフィシャルスポンサー：一般財団法人KODAMA国際教育財団

オフィシャルパートナー：24Karats、株式会社トッパントラベルサービス、株式会社 山愛

スペシャルサポーター ：EXILE TETSUYA（EXILE/EXILE THE SECOND）、高橋陽一（キャプテン翼作者）

アンバサダー：石川佳純、伊藤美誠、丹羽孝希、張本智和、平野美宇、水谷隼、吉村真晴（五十音順）

■目的及び開催趣旨
世界ランカーの低年齢化が進行する卓球界において、 世界で勝てる日本人選手を育成するためには、
早期強化体制が不可欠となっています。
KODAMA国際教育財団は、公益財団法人日本卓球協会の後援を受けて日本卓球界で初めてとなる7歳
以下の育成事業のプロジェクト「U-7卓球選手育成事業～未来のメダリスト～」を、2018年に立ち上げU-7
卓球選手強化合宿の実施致しました。
当合宿に参加した選手が将来的に日本代表に選出され、世界で勝てるトップアスリートとなるような事業
を目指します。

■一般財団法人KODAMA国際教育財団理事長兒玉圭司 ご挨拶
1950年代に世界を席巻した日本卓球。ですが、残念なことに、1961年以来、いまなお、団体戦では中国に
は勝利できていません。宿敵中国を破り、日本卓球がその場所に返り咲く。それが私の夢であり、本プロ
ジェクトのミッションです。その目的を達成するためには、若年選手に特化した強化育成が良い。そう、日
本卓球協会にバックアップいただき、これまでの、協会の強化・育成ポートフォリオにも存在しなかった、
U-7、バンビ世代向けとなる、画期的な育成プログラムが出来上がりました。どんな才能に出会えるのか。
その才能が、一流の指導により、どのように開花するのか。いまからワクワクが止まりません。テニス界
の修造チャレンジが世界で第一線で活躍する錦織圭選手を輩出したように、その卓球版になれるよう、取
り組んでいきます。これまで私がお世話になった卓球という競技、そして、日本卓球界への感謝をこめて。

■一般財団法人 KODAMA国際教育財団について
<活動理念>
私たちは教育を必要としている青少年に「学び」の機会を提供し、社会の発展に寄与する人材育成の支
援をしてまいります。
また、「学び」の可能性を未来へと広げ、社会で実践している人を支援してまいります。これらの活動を通
して健康で豊かな国際社会の実現に貢献いたします。
<ステーツメント>
夢と目標を分かち合う。夢を共有することが喜びとなる。目標に向かって共に取り組むことが希望となる。
誰もが「夢と目標」をもてる社会をつくる。それが私たちの願いです。



ステートメント
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欲しいメダルは、世界にある。

どんなに若い選手でも、世界の舞台で戦える。

それが卓球というスポーツだ。

そこには、小学生だけが拓ける道がある。

１２歳までにどんな訓練を受けるのか、

それがこの国の子供たちの運命を変えていく。

もちろん、海の向こうのライバルは強い。

でもそれが何だ。

勝つための道はここにある。

それは、KODAMA国際教育財団と日本卓球協会が開発した、

世界を目指す小学１年生のための特別強化プログラム。

体が大人になる前の今しかできないメソッドで、

持つべきスキルも、力を引き出す身体能力も、実力を出し切る精神力も、

鍛える準備はできている。

最高の訓練で得られるトップレベルの成長を

その目で、脚で、手のひらで、思いっきり感じてほしい。

飛びだせ、子供たち。行け、世界へ。

メダルも君たちを待っている。



１．事業概要

タイトル： U-7卓球選手育成事業 ～未来のメダリスト～ 第2回特別強化合宿

主 催 ： 一般財団法人KODAMA国際教育財団、U-7卓球選手育成事業委員会

後 援 ： 公益財団法人日本卓球協会（強化本部長 宮崎義仁 様）

協 力 ： 磐田市（市長 渡部修 様）、静岡県卓球協会

オフィシャルスポンサー：一般財団法人KODAMA国際教育財団

オフィシャルパートナー ：24Krats、株式会社トッパントラベルサービス、株式会社 山愛

スペシャルサポーター ： EXILE TETSUYA（EXILE/EXILE THE SECOND）、高橋陽一（キャプテン翼作者）

アンバサダー ： 石川佳純、伊藤美誠、丹羽孝希、張本智和、平野美宇、水谷隼、吉村真晴（五十音順）

■合宿実施概要

日 時 ： ①11月15日（金）～11月17日（日）特別強化合宿 ②11月16日（土）レセプションパーティ

会 場 ： ①磐田ラリーナ（静岡県磐⽥市⾒付4075-1） ②磐田グランドホテル（静岡県磐⽥市岩井2280）

参加者 ： 選手22名/男子8名、女子14名（全農杯2019年度全日本卓球選手権大会バンビの部第1ステー

ジを勝ち抜き、決勝トーナメントに進出した小学１年生以下の男女全選手）

指導者 ： 松下雄二（ホープスナショナルチーム男子監督）、渡邊隆司（ホープスナショナルチーム女子監

督）ほか、日本卓球協会ナショナルチームスタッフ

特記事項 ： 合宿中に実施される男女別総当たり リーグ戦の１位となった選手は、

①2020年度ホープスナショナルチーム選手とする

②2019年度ホープスナショナルチーム合宿へ参加（リーグ戦2位の男女各1名の選手も合宿へ参加）
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男子

女子

岡田蒼空

（OKATAKU・兵庫・小１）

木原寿馬

（ALL STAR・兵庫・幼）

清水寛生
（ウエタク・岐阜・小１）

原澤駿太

（薄根卓球・群馬・小１）

横田颯
（ネクサス・愛知・小１）

柴田 優星

（STライトニング・富山・幼）

太田風志

（大野クラブジュニア・福井・小１）

森内奏羽
（長崎JTC・長崎・小１）

五十音順

五十畑寿音

（卓桜会栃木卓球センター・栃木・小１）

小西紅偉
（WEILAI・埼玉・小１）

神田玲
（芝原クラブ・岐阜・小１）

小船円
（ゆのき卓球クラブ・長崎・小１）

真田晴羽

（美崎クラブ・愛知・小１）

嶋田紗和

（W.T.C・新潟・小１）

寺田蘭

（ヴィスポことひら・香川・小1 ）

武山紗子
（相模原ジュニア・神奈川・小1）

西川椿姫

（津幡クラブ・石川・小1 ）

橋本葵

（偉関TTL・茨城・小１）

松島 美空

（田阪卓研・京都・幼）

山本祐菜

（インフTTS・広島・小1）

渡辺柚月
（ W.T.C・新潟・小1）

峯 いちほ

（イトウTTC・香川・小1）

参加選手一覧
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2．実施概要特別強化合宿

■試合形式（リーグ戦）
日 時： 11月15日（金）14：30～16：30（7試合）、16日（土）10：00～12：00（7試合（女子6試合））
会 場： 磐田卓球場 ラリーナ

概 要： 参加選手による、男女別総当たりのリーグ戦形式の試合を実施

■卓球トレーニング
日 時： 11月16日（土）14：00～15：30、17日（日）9：30～11：00
会 場： 磐田卓球場 ラリーナ
概 要： ホープスナシ ョナルチーム監督、コーチによる実技指導
講 師： ホープスナショナルチーム男女監督、ホープスナショナルチームスタッフ

■ダンス講習
日 時： 11月15日（金）13：30～14：00、16日（土）9：00～9：30 13：15～13：45、17日（日）9：00～9：30
会 場： 磐田卓球場 ラリーナ
概 要： スペシャルサポーター「EXILE TETSUYA氏」プロデュースによる

「E.P.I.オリジナル卓球ダンス」実施
講 師： EPIインストラクター

■講習会
日 時： 11月15日（金）18：00～19：00、16日（土）16：45～17：45
会 場： 磐田グランドホテル
概 要： ライオンの歯磨き講習会、オセロを使用した頭のトレーニング
講 師： 公益財団法人株式会社ライオン歯科衛生研究所 久保田好美様・亀田麻未様、

NTC専任アスレティックトレーナー 羽生綾子様

■レセプションパーティ・表彰式
日 時： 11月16日（土）18：00～20：00
会 場： 磐田グランドホテル 平安の間
概 要： 来賓のご挨拶、参加選手紹介、表彰式、リーグ戦総評
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2．実施概要 特別強化合宿

■男女別総当たり リーグ戦

初日から男女別の総当たりリーグ戦を実施。11月15日（金）7試合、11月16日（土）7試合（女子6試合）の
合計14試合（女子13試合）が行われました。

男子は14勝0敗、女子は13勝0敗で下記の2名が優勝、「2020年度ホープスナショナルチーム選手」に決定。

・男子 原澤駿太（はらさわ しゅんた） 薄根卓球群馬 小１

・女子 松島美空（まつしま みく） 田阪卓研京都 幼

また、2位だった下記の2名は「2019年度ホープスナショナルチーム」への合宿に有望選手として参加。

・男子 岡田蒼空（おかだ そら）OKATAKU 兵庫 小１ ・女子 橋本葵（はしもと あおい）偉関TTL 茨城小１
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2．実施概要 特別強化合宿

■ナショナルチームコーチによる卓球トレーニング

今回の卓球トレーニングでは、世界トップ選手の試合時に計測する回転のボール返球トレーニングや、
狙ったところにボールを返球するトレーニングを実施。ナショナルチームコーチ指導の下、世界トップレベ
ルの回転やコントロール力を体験しました。

敏しょう性やボールタッチの能力は12歳でピークを迎えるとされるため、「すぐにはできないが、早いうちか
らトップレベルの技術に触れることが大切。」という宮崎強化本部長指導のもと行われました。

サーブやレシーブなどの、早期育成が必要な技もコーチたちが実演しながら体験し、練習を行うなど様々
なトレーニングメニューが実施されました。
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2．実施概要 特別強化合宿

■EXILE TETSUYA様プロデュース E.P.I.オリジナル卓球ダンス

今回のE.P.I.オリジナル卓球ダンスは、TETSUYA様が実際に卓球選手の練習風景などを見学され昨年よ
りもさらに卓球の動きが取り入れられたダンスとなりました。

昨年の合宿を振り返りつつ、NTC専任アスレティックトレーナーの羽生様にもご相談されながら作成いた
だいた今回の卓球ダンスは、リズムの早い曲に合わせた動きやフォアハンド、バックハンド、ツッツキなど
の卓球ならではの動きが入っています。強化合宿中は、E.P.I.のインストラクター2名に講師を務めていた
だいたほか、TETSUYA様もサプライズで登場。「みんなが合宿で頑張っていると聞いて応援しに来ました。
卓球ダンス沢山踊ってもらえると嬉しいです」とエールを送られ、EXILEの曲に合わせ体を動かす子供たち
を見守りながら一緒にダンスも行っていただきました。
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2．実施概要 特別強化合宿

■リーグ戦結果男子

■リーグ戦結果女子

9※勝敗数が同じ場合は、全試合の得失ゲームの結果により、得失率（失点÷得点）が高い選手の順位を上位とする。



2．実施概要 特別強化合宿

■株式会社ライオン 歯磨き講習（11月15日）

公益財団法人ライオン歯科衛生研究所の方による歯磨き講習では、選手と帯同者を対象に正しい歯磨き
の持ち方、歯の磨き方が行われました。

その他にも、スポーツ選手にとって丈夫な歯でいることの大切さなどを講習会では勉強しました。

今回の講習では、歯の大切さを学ぶことはもちろんのこと、日常的に決められたことを行い習慣つけるこ
とで、選手として今後のトレーニングや練習など習慣的に行うことを身に付ける目的ともされています。

7歳以下の選手たちには、卓球の技術だけでなく私生活の面でもトレーニングが大切にされています。
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2．実施概要 特別強化合宿

■頭のトレーニング講習（11月16日））

NTC専任アスレティックトレーナー羽生綾子様による、頭のトレーニングは問答ゲームやオセロなど子供
たちが頭を柔軟に使えるよう行われました。

技術面だけでなく戦術的な部分のトレーニングを目的とした講習は、問答ゲームやオセロを使用するなど
ゲーム感覚で行われるため、選手たちも最後まで集中力を切らすことなく参加することができました。2人
ペアになって対戦するオセロでは、相手の次の手を読みながらゲームを進めていくため、次の攻撃を考え
ながらプレーをする卓球の試合と近いものがあります。今後、自分で戦術を組み立てて試合をすることが
必要とされるため早期のトレーニングが必要となります。
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3．実施概要 レセプションパーティ

■レセプションパーティ（11月16日）

18:00 「U-7卓球選手育成事業 特別強化合宿」 レセプションパーティ・表彰式 開始

18:03 開会のご挨拶（一般財団法人KODAMA国際教育財団理事長 兒玉圭司様）

18:08 U-7卓球選手育成事業委員会ご挨拶 （日清紡ホールディングス 会長 河田正也様）

18:13 歓迎のお言葉 （ 磐田市 市長 渡部修様）

18:18 乾杯ご挨拶（公益財団法人日本卓球協会 強化本部長 宮崎義仁様）

18:18 ～食事・ご歓談～

19:20 スペシャルサポーターのご紹介（ EXILE TETUYA 様）

スペシャルサポーターのご紹介（ キャプテン翼 作者 高橋 陽一 様）

アンバサダーからの記念品の贈呈（卓球女子日本代表 伊藤美誠選手）

19:25 リーグ戦 結果発表・表彰式

男女別リーグ戦 順位発表（ホープスナショナルチーム 男子監督 松下雄二様）

表彰・リーグ戦総評（U-7実行委員会 委員長松崎キミ代様）

19:50 フォトセッション

20:00 閉会
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2．実施概要 特別強化合宿

■保護者向け講習（11月17日））

最終日の午前中には、KODAMA国際教育財団兒玉圭司理事長と日本卓球協会強化本部長 宮崎義仁
様による保護者向け講習会が行われました。

選手達を一番近くで見守る保護者の方々からこそ、

兒玉理事長は、保護者の方に向け自信が選手を育成してきた中で大切にしていたことや、選手達との接
し方など、普段あまり聞くことのできない貴重なお話をされていました。

宮崎強化本部長は、日本卓球協会として選手や保護者の方々に大切にしてもらいたいことなど、今後の
日本代表を目指していく選手だからこそ意識してもらいたいことなど貴重なお話いただきました。
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3．実施概要 レセプションパーティ

■一般財団法人ＫＯＤＡＭＡ国際教育財団理事長兒玉圭司

＜U-7卓球選手育成事業～未来のメダリスト～ 特別強化合宿 開会のご挨拶＞

一般財団法人KODAMA国際教育財団兒玉圭司理事長は開会のご挨拶にて、「世界で活躍する日本人
選手を育成するためには、早期強化が重要です。この合宿を通して、技術面だけでなく精神面、体力面の
大切さも学んでほしいと思います。」とコメントされました。

■U-7卓球選手育成事業委員会副委員長河田正也様

＜U-7卓球選手育成事業～未来のメダリスト～ 特別強化合宿 委員会からのご挨拶＞

U-7卓球選手育成事業委員会 代表として、日清紡ホールディングス 河田正也様にもご挨拶をしていただ
きました。河田様は、「U-7代表選手のプレーしている姿を実際に観ることができ嬉しく思っております。U-
7特別強化合宿に参加した皆さんの、今後ますますのご活躍を祈念しております。」とコメントいただきまし
た。

14



3．実施概要レセプションパーティ

■磐田市市長渡部修様

＜歓迎のお言葉＞

レセプションパーティには磐田市長 渡部修様にもご列席いただき、「昨年に引き続き、U-7卓球選手育成
事業特別強化合宿を磐田市で行っていただけること大変嬉しく思います。参加選手の皆様に磐田市に来
ていただいた記念として、「しっぺいグッズ」を贈呈させていただきます。事業関係者の皆様に感謝をこめ
て、また選手たちの今後ますますのご活躍を祈念して歓迎の挨拶とさせていただきます。」とコメントいた
だきました。

■公益財団法人日本卓球協会強化本部長宮崎義仁様

＜U-7卓球選手育成事業～未来のメダリスト～ 特別強化合宿 乾杯のご挨拶＞

乾杯のご挨拶として、日本卓球協会 宮崎義仁さまにもご登壇いただき、「世界で活躍する選手になるため
には、卓球だけでなく日々の姿勢が大切になってきます。この合宿に参加した選手の皆さんが今後、活躍
していくことを楽しみにしています。U-7事業を主催されているKODAMA財団への感謝をこめて、また選手
たちの今後ますますのご活躍を祈念して。」とご挨拶いただきました。
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3．実施概要レセプションパーティ

■スペシャルサポーターのご紹介

・キャプテン翼作者高橋陽一様

高橋先生には、本事業応援キャラクターを描いていただきました。

・EXILE TETSUYA 様

TETSUYA様には、本合宿で行われた「E.P.I.オリジナル卓球ダンス」のプロデュースを行っていただきまし
た。16日のダンスプログラムにもご登場いただき、プログラムの楽しさを伝えてくださいました。

■アンバサダーからの記念品の贈呈

・卓球女子日本代表伊藤美誠選手

伊藤選手からは、本合宿に参加する選手たちへ記念品としてサイン入ボールをご提供いただきました。

選手達は、とても嬉しそうに受け取り記念撮影を行ったりしていました。
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3．実施概要レセプションパーティ

■リーグ戦結果発表・表彰・総評

男子監督 松下雄二様よりリーグ戦の結果と優勝者の発表、 U-7卓球選手育成事業委員会 委員長

松崎キミ代様より優勝選手の表彰とリーグ戦の総評を行っていただきました。

松下監督からは、優勝選手2名が2020年ホープスナショナルチームの代表に選ばれることを発表し、
「ホープスナショナルチームの代表選手になるという自覚をもってこれからも頑張ってください。」とコメント
いただきました。

松崎委員長は優勝選手に表彰状をお渡しする際、これからも頑張ってくださいと声をかけていました。

総評では、「選手たちの素晴らしいプレーを観ることができて嬉しいです。また、保護者の皆さんの熱意に
も驚きました。親御さんに応援しサポートしてもらえるのは、とても幸せなことです。支えてくださる皆様や
周りの環境への感謝を忘れずにこれからも頑張ってください。選手の皆様の今後ますますのご活躍を楽し
みにしております。」とコメントしていただきました。
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4．掲出物

■バックバナー

■会場設置フェンスカバー
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5．選手着用 Tシャツデザイン
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6．メディア掲載

■掲載報告

・取材メディア数 25社 （テレビ6社、新聞・雑誌19社）

・掲載合計数 61件 （テレビ：4件、WEB：62件、新聞：6件）

・当日取材メディア数 25媒体
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6．メディア掲載

■露出結果（テレビ）

■露出結果（新聞）
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2019.11.16 スポーツニッポン

2019.11.16 日刊スポーツ

2019.11.16中日新聞



6．メディア掲載

■露出結果（新聞・WEB）

22

No. 掲載日 媒体名 見出 URL

1 2019/11/15 Rallys 7歳以下で卓球強化合宿 アスリートの低年齢化進む
https://rallys.online/read/191115u7
/

2 2019/11/15 Yahoo! Japan ニュース 7歳以下で卓球強化合宿 アスリートの低年齢化進む
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=
20190917-00000008-rallysv-spo

3 2019/11/15 SPORTS BULL（スポーツブル） 7歳以下で卓球強化合宿 アスリートの低年齢化進む https://sportsbull.jp/p/656060/

4 2019/11/15 @niftyニュース（アットニフティニュース） 7歳以下で卓球強化合宿 アスリートの低年齢化進む
https://news.nifty.com/article/sport
s/athletic/12279-468434/

5 2019/11/15 ORICON NEWS (オリコンニュース) 7歳以下で卓球強化合宿 アスリートの低年齢化進む
https://www.oricon.co.jp/article/99
4760/

6 2019/11/15 NEWS Collect 7歳以下で卓球強化合宿 アスリートの低年齢化進む
https://newscollect.jp/article/?id=5
68073750015951969

7 2019/11/16 Rallys EXILE手がけるダンストレーニング 卓球U-7強化合宿で実施
https://rallys.online/read/191115u7
/

8 2019/11/16 Yahoo! Japan ニュース EXILE手がけるダンストレーニング 卓球U-7強化合宿で実施
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=
20191116-00000005-rallysv-spo

9 2019/11/16 SPORTS BULL（スポーツブル） EXILE手がけるダンストレーニング 卓球U-7強化合宿で実施 https://sportsbull.jp/p/656669/

10 2019/11/16 @niftyニュース（アットニフティニュース） EXILE手がけるダンストレーニング 卓球U-7強化合宿で実施
https://news.nifty.com/article/sport
s/athletic/12279-469236/

11 2019/11/16 ORICON NEWS (オリコンニュース) EXILE手がけるダンストレーニング 卓球U-7強化合宿で実施
https://www.oricon.co.jp/article/99
5687/

12 2019/11/16 NEWS Collect EXILE手がけるダンストレーニング 卓球U-7強化合宿で実施
https://newscollect.jp/article/?id=5
68436124416607329

13 2019/11/16 LINEニュース EXILE手がけるダンストレーニング 卓球U-7強化合宿で実施
https://news.line.me/articles/oa-
rallys/5c6b93b897c7

14 2019/11/17 @S［アットエス］ by 静岡新聞 卓球ダンスで体づくり U-7磐田合宿、EXILEメンバー監修
https://www.at-
s.com/news/article/local/west/7058
75.html

15 2019/11/17 47NEWS（よんななニュース）｜共同通信社 卓球ダンスで体づくり U-7磐田合宿、EXILEメンバー監修
https://www.47news.jp/4223941.h
tml

16 2019/11/17 Rallys 【卓球】U-7強化合宿、2日間のリーグ戦終了 松島輝空の妹・美空が1位に
https://rallys.online/read/191116u7
-2/

17 2019/11/17 Yahoo! Japan ニュース 【卓球】U-7強化合宿、2日間のリーグ戦終了 松島輝空の妹・美空が1位に
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=
20191117-00000004-rallysv-spo

18 2019/11/17 SPORTS BULL（スポーツブル） 【卓球】U-7強化合宿、2日間のリーグ戦終了 松島輝空の妹・美空が1位に https://sportsbull.jp/p/657171/

19 2019/11/17 NEWS Collect EXILE手がけるダンストレーニング 卓球U-7強化合宿で実施
https://newscollect.jp/article/?id=5
68723000999101537

20 2019/11/17 @S［アットエス］ by 静岡新聞 卓球ダンスで体づくり U-7磐田合宿、EXILEメンバー監修
https://www.at-
s.com/news/article/local/west/7058
75.html

21 2019/11/17 47NEWS（よんななニュース）｜共同通信社 卓球ダンスで体づくり U-7磐田合宿、EXILEメンバー監修
https://www.47news.jp/4223941.h
tml

22 2019/11/23 東京すくすく
〈アディショナルタイム〉幼稚園児がもう日本代表候補！ 卓球「U-7」強化合宿に
見るプレ・ゴールデンエージの育て方

https://sukusuku.tokyo-
np.co.jp/hattatsu/23825/

23 2019/11/30 テレビ東京スポーツ 日本卓球界初！未来のメダリスト・卓球U-7 選手強化合宿 ダンス講習①
https://www.tv-
tokyo.co.jp/sports/tabletennis/movi
e/detail.html?movid=3ezGT_upxsY

24 2019/12/3 PR TIMES 日本初U-7卓球選手 第二回特別強化合宿を実施
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/
000000008.000038476.html

25 2019/12/3 スポーツマニア 日本初U-7卓球選手 第二回特別強化合宿を実施 https://sportsmania.jp/29177/

https://rallys.online/read/191115u7/
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190917-00000008-rallysv-spo
https://sportsbull.jp/p/656060/
https://news.nifty.com/article/sports/athletic/12279-468434/
https://www.oricon.co.jp/article/994760/
https://newscollect.jp/article/?id=568073750015951969
https://rallys.online/read/191115u7/
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191116-00000005-rallysv-spo
https://sportsbull.jp/p/656669/
https://news.nifty.com/article/sports/athletic/12279-469236/
https://www.oricon.co.jp/article/995687/
https://newscollect.jp/article/?id=568436124416607329
https://news.line.me/articles/oa-rallys/5c6b93b897c7
https://www.at-s.com/news/article/local/west/705875.html
https://www.47news.jp/4223941.html
https://rallys.online/read/191116u7-2/
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191117-00000004-rallysv-spo
https://sportsbull.jp/p/657171/
https://newscollect.jp/article/?id=568723000999101537
https://www.at-s.com/news/article/local/west/705875.html
https://www.47news.jp/4223941.html
https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/hattatsu/23825/
https://www.tv-tokyo.co.jp/sports/tabletennis/movie/detail.html?movid=3ezGT_upxsY
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000038476.html

