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2022年度愛知県中学生卓球個人選手権大会

　　主催：愛知県卓球協会

　　協賛：ＶＩＣＴＡＳ

　　令和4年5月1日（日）

　　岡崎中央総合公園総合体育館

土井 颯月 (うばこやまＪｒ．) 45

2 市川 真衣 (キララＥＣ) 鈴木 礼優

1 近藤 爽 (米田道場)

(吉根中) 46

3 塚本 真央 (幸田中) 福田 七彩 (美崎クラブ) 47

4 岩瀬 由奈 (月曜クラブ) 石川 愛佳 (幸田中) 48

宮本 珠実 (椙山女学園中) 49

6 阪田 和華 (うばこやまＪｒ．) 末森 結愛

5 福井 瑞希 (刈谷ＫＨ)

(ａｐｅｘ) 50

7 佐々木 和夏 (三好クラブ) 大饗 ゆりか (一色ＥＣ) 51

8 八田 可憐 (吉根中) 安藤 樹里 (ＯＴＥＭＢＡ) 52

福田 歩乃花 (黄金中) 53

10 渡邉 優梨音 (滝ノ水) 太田 絢菜

9 木村 香鈴 (黄金中)

(ＳＣゴツムリ) 54

11 三枝 桃子 (東名卓球ジム) 都築 みな美 (ブラックパインズ) 55

12 榊原 珠里 (富貴ジュニア) 原 瑞穂 (滝ノ水) 56

加藤 芽衣 (嵩山クラブ) 57

14 林田 芳穂 (ＳＣゴツムリ) 桑本 一花

13 山本 美温 (椙山女学園中)

(米田道場) 58

15 加藤 理乃 (御津クラブ) 松田 陽菜 (左京山中) 59

16 ｂｙｅ 高須 さくら (隼クラブ) 60

水野 桜来 (菊友クラブ) 61

18 武藤 麻央 (ＡＧ　Ｊｒ) 稲吉 優歌

17 太田 琴羽 (ブラックパインズ)

(形原ジュニアＥＣ) 62

19 磯村 早希 (ＳＨＩＮＥ) 小田 菜摘 (幸田南部中) 63

20 磯野 絢葉 (嵩山クラブ) 上島 琉月 (若草クラブ) 64

大原 史乃 (東名卓球ジム) 65

22 永見 愛 (名経大高蔵中) 吉田 詠

21 春日井 祐来 (幸田南部中)

(ピンテック) 66

23 神戸 彩葉 (うばこやまＪｒ．) 長瀬 陽 (明誠ＥＣ) 67

24 近藤 加恋 (ＯＴＥＭＢＡ) 後 実優 (うばこやまＪｒ．) 68

北川 結菜 (プログレス) 69

26 伊藤 瑠南 (岸川スポーツスタジオ) 佐藤 柚果

25 野口 智圭 (隼クラブ)

(ＫＡＫＥＲＵ) 70

27 波多野 結理 (ネクサス) 大坪 愛梨 (富貴ジュニア) 71

28 坂野 芙希 (フレンドシップ) 佐野 奈菜 (嵩山クラブ) 72

ｂｙｅ 73

30 杉浦 芹那 (黄金中) 鈴木 果穂

29 樋口 咲那 (富貴ジュニア)

(ブラックパインズ) 74

31 都築 媛菜乃 (幸田中) 岩瀬 柚月 (幸田南部中) 75

32 山口 葵衣 (吉根中) 中原 沙綾 (一色ＥＣ) 76

濵本 光来 (Ａｈｓｈ．ＴＴＣ) 77

34 山口 遥子 (嵩山クラブ) 東 美佑

33 伊東 沙久良 (名経大高蔵中)

(有松ＥＣ) 78

35 岩瀬 愛佳 (幸田南部中) 有元 菜々 (東浦中) 79

36 岩瀬 礼奈 (一色ＥＣ) 浅井 優花 (隼クラブ) 80

石川 絢愛 (ＳＣゴツムリ) 81

38 内山 奈緒 (有松ＥＣ) 朱 翌萱

37 倉井 綾音 (ブラックパインズ)

(卓伸クラブ) 82

39 西尾 瑠里 (ＣＯＳＭＩＣ) 福井 和花 (タイコウジュニア) 83

40 永井 美羽 (ＫＮＵＣＫＬＥ) 山嵜 妃葵 (若園) 84

42 彦坂 咲夏 (左京山中) 谷川 英咲

41 所 由菜 (若草クラブ)

87

44 山本 朝子 (ｓｅｉｗａ) 蜂須賀 かれん (名経大高蔵中) 88

(幸田中) 86

43 小林 優衣 (ＳＣゴツムリ) 高橋 みくも (東名卓球ジム)

小山 菜捺美 (キララＥＣ) 85
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2022年度愛知県中学生卓球個人選手権大会

　　主催：愛知県卓球協会

　　協賛：ＶＩＣＴＡＳ

　　令和4年5月1日（日）

　　岡崎中央総合公園総合体育館

西原 万紋 (名経大高蔵中) 133

90 竹本 絢音 (嵩山クラブ) 堀 友里恵

89 川原 夕奈 (うばこやまＪｒ．)

(ｓｅｉｗａ) 134

91 西川 莉央 (椙山女学園中) 山下 澪 (ブラックパインズ) 135

92 髙木 ライカ (卓伸クラブ) 川瀬 采子 (アルファ豊橋) 136

杉本 夢 (フォレスト) 137

94 片桐 歩美 (東海ＣＬＡＳＳＩＣＳ) 石川 葵

93 植田 琵湊 (プログレス)

(ＳＣゴツムリ) 138

95 高橋 叶慎 (隼クラブ) 吉﨑 莉奈 (幸田南部中) 139

96 大坪 陽万里 (名経大高蔵中) 磯野 琴葉 (嵩山クラブ) 140

山田 彩弥 (幸田中) 141

98 柴田 恋來 (吉根中) 牧野 咲良

97 浅井 美宇 (幸田中)

(吉根中) 142

99 小関 萌愛 (美崎クラブ) 藤井 碧乃 (時吉スクール) 143

100 田 七葉 (米田道場) 富田 理名穂 (姚ＪＴＣ) 144

桑本 唯花 (米田道場) 145

102 鳥居 千愛 (一色ＥＣ) 高田 美緒

101 稲吉 佑和 (幸田南部中)

(滝ノ水) 146

103 酒向 麻佑子 (東名卓球ジム) 東 明咲 (富貴ジュニア) 147

104 ｂｙｅ 渡邉 彩 (タイコウジュニア) 148

桑野 結梨佳 (東名卓球ジム) 149

106 新美 栞 (三好クラブ) 鹿子澤 柚希

105 髙橋 奈々子 (明誠ＥＣ)

(ＴＯＹＯＴＡ　ＳＫＹ　Jr) 150

107 船山 佳乃 (みつのきＴＴＣ) 佐藤 優花 (ＹＮＳ卓球スクール) 151

108 酒井 陽奈子 (ＳＣゴツムリ) 高橋 真俐音 (幸田中) 152

名桐 桜彩 (有松ＥＣ) 153

110 谷口 未來 (Ａｈｓｈ．ＴＴＣ) 山田 綾音

109 一木 優里 (滝ノ水)

(うばこやまＪｒ．) 154

111 小野 真寛 (ブラックパインズ) 長谷川 夢佳 (ＣＯＳＭＩＣ) 155

112 佐藤 美優 (東名卓球ジム) 内藤 咲妃 (キララＥＣ) 156

石川 玲衣 (富貴ジュニア) 157

114 片岡 ゆい (ＯＴＥＭＢＡ) 髙山 紗弥

113 市川 未理 (形原ジュニアＥＣ)

(左京山中) 158

115 松原 李苑 (吉根中) 大谷 桃香 (グランスター) 159

116 石積 友乃 (嵩山クラブ) 榊原 未菜 (一色ＥＣ) 160

ｂｙｅ 161

118 大須賀 沙希 (幸田南部中) 金子 由愛

117 杉浦 莉子 (幸田中)

(月曜クラブ) 162

119 鈴木 菜々 (ＳＣゴツムリ) 矢田 瑞季 (刈谷ＫＨ) 163

120 澤田 瞳美 (一色ＥＣ) 田中 希有 (黄金中) 164

橋本 瑞希 (嵩山クラブ) 165

122 倉田 結菜美 (滝ノ水) 朝野 友椛

121 水野 由南子 (隼クラブ)

(Ｋスタジオ) 166

123 島本 はる埜 (ｓｅｉｗａ) 田川 花梨 (うばこやまＪｒ．) 167

124 岩田 花菜 (ＣＯＳＭＩＣ) 伊藤 瑠里 (東名卓球ジム) 168

永井 祐名 (幸田南部中) 169

126 寺澤 沙織 (キララＥＣ) 遠藤 美空

125 斉木 采瑚 (若草クラブ)

(米田道場) 170

127 晝川 菜々美 (富貴ジュニア) 伊吹 美桜 (ブラックパインズ) 171

128 成田 果織 (東浦中) 岡本 楓華 (たかはまＳＣ) 172

130 小澤 茉央 (左京山中) 齋藤 里央菜

129 石川 葵 (黄金中)

175

132 小川 香音 (名経大高蔵中) 戸塚 愛結 (ピンテック) 176

(幸田中) 174

131 今井 陽菜乃 (ＡＳＵＲＡ) 浅井 咲季 (隼クラブ)

加藤 小春 (Ｋ．Ｓクラブ) 173


