
主　　催：愛知県卓球協会

令和4年8月17日（水）

パロマ瑞穂アリーナ

組 a b c d e コート

石川 玲衣 沓名 美輝 矢田 瑞季 鈴木 礼優 伊藤 ゆら 1

（富貴ジュニア） （ＳＨＩＮＥ） （刈谷ＫＨ） （吉根中） （ＫＳＳ卓球ＳＣ） 2

木下 穂来乃 鈴木 ののみ 本多 彩香 菅野 心晴 窪田 利香 3

（フォレスト） （ＫＡＫＥＲＵ） （ＴＯＹＯＴＡ　ＳＫＹ　Ｊｒ） （Ａｈｓｈ．ＴＴＣ） （卓伸クラブ） 4

石井 夏希 加藤 小春 西川 莉央 城所 美絆 杉浦 碧衣 5

（常滑クラブ） （姚ＪＴＣ） （椙山女学園中） （岡崎北中） （嵩山クラブ） 6

佐藤 優花 岩瀬 愛佳 中根 百々笑 髙橋 紗優 長岡 沙奈 7

（ＹＮＳ卓球スクール） （月曜クラブ） （たかはまＳＣ） （御津クラブ） （姚ＪＴＣ） 8

八田 可憐 伊藤 瑠南 森 ふあり 中野 倖那 中村 心音 9

（吉根中） （ＫＳＳ卓球ＳＣ） （ＳＣゴツムリ） （リバーウエスト） （刈谷ＫＨ） 10

田中 美廣 小池 彩菜 中村 柚香 桑本 唯花 柴田 恋來 11

（岡崎北中） （東名卓球ジム） （Ａｈｓｈ．ＴＴＣ） （米田道場） （吉根中） 12

後 実優 鈴木 さくら 柳田 実咲 小林 優衣 渡邉 まい 13

（うばこやまＪｒ．） （アルファ豊橋卓球クラブ） （ＴＯＹＯＴＡ　ＳＫＹ　Ｊｒ） （ＳＣゴツムリ） （タイコウジュニア） 14

有田 美雨 新美 美実 市川 詩織 杉村 来夏 濵谷 亜月 15

（ＴＯＹＯＴＡ　ＳＫＹ　Ｊｒ） （Ｍ－ｔｗｏ） （卓伸クラブ） （たかはまＳＣ） （岡崎北中） 16

福田 七彩 水鳥 彩奏 小野内 志帆 畑谷 和羽 菅野 結月 17

（美崎クラブ） （ｓｅｉｗａ） （ＫＳＳ卓球ＳＣ） （ミラクル卓球クラブ） （Ａｈｓｈ．ＴＴＣ） 18

田中 瑠奈 大場 琴葉 田中 珠莉 平松 雫 牧野 咲良 19

（嵩山クラブ） （ピンテック） （姚ＪＴＣ） （有松ＥＣ） （吉根中） 20

小林 夢佳 三井 桃香 栗野 琴絵 谷口 葵音 柳田 七海

（ＡＳＵＲＡ） （リバーウエスト） （岡崎北中） （たかはまＳＣ） （ＴＯＹＯＴＡ　ＳＫＹ　Ｊｒ）

福井 瑞希 中村 瑠色華 福田 莉子 大竹 芹奈 酒井 美玖奈

（刈谷ＫＨ） （Ａｈｓｈ．ＴＴＣ） （嵩山クラブ） （月曜クラブ） （岡崎北中）

宮本 珠実 新井 麻友 水谷 瞳 大原 史乃 渡邊 あいか

（椙山女学園中） （三好クラブ） （姚ＪＴＣ） （東名卓球ジム） （ＫＳＳ卓球ＳＣ）

大澤 清梨 鈴木 菜々 小塚 星空 滝川 美咲 山本 美温

（有松ＥＣ） （ＳＣゴツムリ） （月曜クラブ） （Ｍ－ｔｗｏ） （椙山女学園中）

岡本 楓華 池田 美雛 山口 葵衣 鈴木 ひいろ 長岡 芹奈 25

（たかはまＳＣ） （岡崎北中） （吉根中） （アルファ豊橋卓球クラブ） （姚ＪＴＣ） 26

中村 安希 畑谷 和果 樋口 咲那 小林 紬希 森 心菜 27

（御津クラブ） （ミラクル卓球クラブ） （富貴ジュニア） （ＡＳＵＲＡ） （ＳＣゴツムリ） 28

渡邉 彩 松原 李苑 穴井 梨桜 小塚 柚輝 山本 笑実里

（タイコウジュニア） （吉根中） （岡崎北中） （月曜クラブ） （富貴ジュニア）

桑本 一花 松吉 由奈 東 明咲 山田 彩葉

（米田道場） （ＯＮＥ’Ｓ） （富貴ジュニア） （ＹＮＳ卓球スクール）

植田 琵湊 石川 泉 渡辺 音羽 藤城 妃菜

（プログレス） （ＳＣゴツムリ） （刈谷ＫＨ） （フォレスト）

髙木 ライカ 山﨑 聖女 萩本 千春 田川 花梨

（卓伸クラブ） （ＫＳＳ卓球ＳＣ） （嵩山クラブ） （うばこやまＪｒ．）
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○　一次リーグ後、順位別に二次リーグ、三次リーグを行う。
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2022年　チャレンジリーグ①

女子シングルス（一次リーグ）
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