
令和3年度　栃木県高体連卓球専門部　シングルス成績一覧

男　子 ※以下、グレーを除く選手がシード対象選手となります。

ランク 関東高校県予選 所属 ランク 全国高校県予選 所属 ランク 国体県予選 所属 番号 選手名 所属 関東予選 全国予選 国体予選 全日本Jr 全日本一般 県新人 東京Ｊｒ

1 加藤  渉③ 作新 1 加藤  渉③ 作新 1 神郡 元希③ 青藍 1 加藤  渉③ 作新 1 1

2 大越  彰人③ 作新 2 大久保  樹② 作新 2 中川 龍馬③ 青藍 2 續橋 秀人① 青藍 16 16 16 1 8

3 岡部  愉一② 作新 3 大越  彰人③ 作新 4 小川 透生③ 作新 3 太田 聖斗３ 卓桜会 4 1 2

4 神郡  元希③ 青藍 4 岡部  愉一② 作新 4 太田 聖斗３ 卓桜会 4 神郡  元希③ 青藍 4 16 1

5 長木  裕夢③ 文星附 8 中川  龍馬③ 青藍 8 藤掛 陸人② 青藍 5 大久保  樹② 作新 8 2 8 8 2 1

6 篠原  優斗② 作新 8 小川  透生③ 作新 8 大越 彰人③ 作新 6 星 和志 ２ 文星中 2

7 中川  龍馬③ 青藍 8 篠原  優斗② 作新 8 大久保 樹② 作新 7 中川  龍馬③ 青藍 7 8 2

8 大久保  樹② 作新 8 長木  裕夢③ 文星附 8 林 皓太② 青藍 8 大越  彰人③ 作新 2 3 8

16 坂本  柊真① 作新 16 藤掛  陸人② 青藍 16 坂本 柊真① 作新 9 岡部  愉一② 作新 3 4 16 16 8 8

16 宮田  聡一朗① 真岡 16 岡村  大輔① 文星附 16 河原 涼太① 作新 10 林  皓太② 青藍 16 16 8 4 4 3

16 林  皓太② 青藍 16 林  皓太② 青藍 16 長木 裕夢③ 文星附 11 藤掛  陸人② 青藍 16 16 8 8 4 8

16 河原  涼太① 作新 16 續橋  秀人① 青藍 16 岡村 大輔① 文星附 12 細金 拓仁 ６ 卓桜会 4 32

16 續橋 秀人① 青藍 16 水谷 旭希① 青藍 16 篠原 優斗② 作新 13 小川  透生③ 作新 16 8 4

16 小川  透生③ 作新 16 神郡  元希③ 青藍 16 仲井 輝星③ 青藍 14 長木  裕夢③ 文星附 5 8 16

16 岡村  大輔① 文星附 16 仲井  輝星③ 青藍 16 續橋 秀人① 青藍 15 篠原  優斗② 作新 6 8 16 8 8 8

16 藤掛  陸人② 青藍 16 河原  涼太① 作新 16 岡部 愉一② 作新 16 吉成  輝② 文星附 32 32 8 8 16

32 渡邊 一磨③ 青藍 32 笹沼 星矢② さくら 32 中山 輝人③ 文星附 17 水谷 旭希① 青藍 16 32 16 8 16

32 我満 健斗① 青藍 32 我満  健斗① 青藍 32 阿久津 翔琉② 宇工 18 河原  涼太① 作新 16 16 16 16 16 32

32 木村  舜希③ 文星附 32 穴原 徹大① 青藍 32 髙賀茂 楓３ 毛野中 19 岡村  大輔① 文星附 16 16 16 16 16 32

32 吉成  輝② 文星附 32 髙橋  翔平③ 文星附 32 大内 悠登③ 作新 20 宮田  聡一朗① 真岡 16 32 32 16 32

32 古田 流輝③ 黒磯南 32 安生  輝良① 作新 32 濱野 莉功② 作新 21 濱野  莉功② 作新 32 32 32 16 16 32

32 牧子 哲士③ 小山 32 風間 将翔② 青藍 32 穴原 徹大① 青藍 22 仲井  輝星③ 青藍 32 16 16

32 濱野  莉功② 作新 32 鈴木  紳平③ 宇商 32 木村 舜希③ 文星附 23 坂本  柊真① 作新 16 32 16 32 32 32

32 籔下  大晃② 宇商 32 青木 一心③ 足大附 32 安生 輝良① 作新 24 穴原 徹大① 青藍 32 32 16 16

32 仲井  輝星③ 青藍 32 吉成  輝② 文星附 32 鈴木 紳平③ 宇商 25 籔下  大晃② 宇商 32 32 32 16 16

32 阿久津  翔琉② 宇工 32 相馬 司② 黒羽 32 山田 恵大② 足利工 26 加藤  龍雅② 文星附 32 32 16 16

32 鈴木  紳平③ 宇商 32 大内  悠登③ 作新 32 鴇田 修一② 足利工 27 桑原 渉② 真岡 32 16 32

32 神尾  匡孝③ 上三川 32 濱野  莉功② 作新 32 水谷 旭希① 青藍 28 髙賀茂 楓３ 毛野中 32 16 16

32 大内  悠登③ 作新 32 坂本  柊真① 作新 32 渡邊 一磨③ 青藍 29 岡山 太亮 ２ 小川スポ少 16 32

32 加藤  龍雅② 文星附 32 鴇田 修一② 足利工 32 小森 陽斗３ 陽西中 30 三枝 大樹 ２ 毛野中 16

32 安生  輝良① 作新 32 宮田  聡一朗① 真岡 32 新井 輝瑠② 足利工 31 安生  輝良① 作新 32 32 32 32 32 32

32 中山  輝人③ 文星附 32 相馬 俊冶③ 大田原 32 籔下 大晃② 宇商 32 我満 健斗① 青藍 32 32 32 32 32

33 阿久津  翔琉② 宇工 32 32 32 32

ランク 全日本ジュニア県予選 所属 ランク 県新人 所属 ランク 東京ジュニア 所属 34 鴇田 修一② 足利工 32 32 32 32

1 太田 聖斗 ３ 卓桜会 1 續橋 秀人① 青藍 1 大久保  樹② 作新 35 風間 将翔② 青藍 32 32 32 32

2 星 和志 ２ 文星中 2 大久保 樹② 作新 2 太田 聖斗３ 卓桜会 36 鈴木  紳平③ 宇商 32 32 32

4 林 皓太② 青藍 4 林 皓太② 青藍 4 林  皓太② 青藍 37 大内  悠登③ 作新 32 32 32

4 細金 拓仁 ６ 卓桜会 4 藤掛 陸人② 青藍 4 清水 光② 青藍 38 笹沼 星矢② さくら 32 32 32

8 篠原 優斗② 作新 8 岡部 愉一② 作新 8 續橋 秀人① 青藍 39 相馬 司② 黒羽 32 32

8 藤掛 陸人② 青藍 8 水谷 旭希① 青藍 8 岡部  愉一② 作新 40 新井 輝瑠② 足利工 32 32

8 大久保 樹② 作新 8 吉成 輝② 文星附 8 藤掛  陸人② 青藍 41 清水 光② 青藍 32 32 4

8 吉成 輝② 文星附 8 篠原 優斗② 作新 8 篠原  優斗② 作新 42 髙賀茂 雷② 足利工 32 32

16 水谷 旭希① 青藍 16 加藤 龍雅② 文星附 16 吉成  輝② 文星附 43 山田 恵大② 足利工 32 32 32

16 濱野 莉功② 作新 16 籔下 大晃② 宇商 16 水谷 旭希① 青藍 44 小森 陽斗３ 陽西中 32 32 16

16 岡村 大輔① 文星附 16 桑原 渉② 真岡 16 籔下  大晃② 宇商 45 渡邊 一磨③ 青藍 32 32

16 岡部 愉一② 作新 16 濱野 莉功② 作新 16 穴原 徹大① 青藍 46 木村  舜希③ 文星附 32 32

16 岡山 太亮 ２ 小川スポ少 16 穴原 徹大① 青藍 16 加藤  龍雅② 文星附 47 中山  輝人③ 文星附 32 32

16 河原 涼太① 作新 16 岡村 大輔① 文星附 16 髙賀茂 楓３ 毛野中 48 野田 惺矢① 宇北 32

16 髙賀茂 楓 ３ 毛野中 16 河原 涼太① 作新 16 小森 陽斗３ 陽西中 49 近藤 匠眞① 黒磯南 32

16 三枝 大樹 ２ 毛野中 16 宮田 聡一朗① 真岡 16 椎名 勇翔３ 毛野中 50 味野和 涼惺② 作新 32

32 加藤 龍雅② 文星附 32 髙賀茂 雷② 足利工 32 河原  涼太① 作新 51 鹿野 康平① 青藍 32

32 清水 光② 青藍 32 近藤 匠眞① 黒磯南 32 岡村  大輔① 文星附 52 武田 春樹② 足大附 32

32 榎本 潤平 ４ 卓桜会 32 味野和 涼惺② 作新 32 細金 拓仁 ６ 卓桜会 53 榎本 潤平 ４ 卓桜会 32

32 我満 健斗① 青藍 32 相馬 司② 黒羽 32 坂本  柊真① 作新 54 青柳 優太 ２ 白鷺ｊｒ 32

32 桑原 渉② 真岡 32 野田 惺矢① 宇北 32 濱野  莉功② 作新 55 津吹 琉威 ２ 北押原中 32

32 髙賀茂 雷② 足利工 32 新井 輝瑠② 足利工 32 宮田  聡一朗① 真岡 56 青木 一心③ 足大附 32

32 津吹 琉威 ２ 北押原中 32 清水 光② 青藍 32 安生  輝良① 作新 57 相馬 俊冶③ 大田原 32

32 坂本 柊真① 作新 32 武田 春樹② 足大附 32 我満 健斗① 青藍 58 髙橋  翔平③ 文星附 32

32 安生 輝良① 作新 32 坂本 柊真① 作新 32 鴇田 修一② 足利工 59 古田 流輝③ 黒磯南 32

32 宮田 聡一朗① 真岡 32 我満 健斗① 青藍 32 風間 将翔② 青藍 60 牧子 哲士③ 小山 32

32 山田 恵大② 足利工 32 安生 輝良① 作新 32 桑原 渉② 真岡 61 神尾  匡孝③ 上三川 32

32 青柳 優太 ２ 白鷺ｊｒ 32 鹿野 康平① 青藍 32 笹沼 星矢② さくら 62 椎名 勇翔３ 毛野中 16

32 小森 陽斗 ３ 陽西中 32 阿久津  翔琉② 宇工 32 山田 恵大② 足利工 63 仲井 佑弥２ ＲＫ 32

32 籔下 大晃② 宇商 32 笹沼 星矢② さくら 32 岡山 太亮 ２ 小川スポ少 64 伊藤 稜弥３ 卓桜会 32

32 阿久津 翔琉② 宇工 32 鴇田 修一② 足利工 32 仲井 佑弥２ ＲＫ 65

32 風間 将翔② 青藍 32 風間 将翔② 青藍 32 伊藤 稜弥３ 卓桜会 66

67

68

69

70

71

72



令和3年度　栃木県高体連卓球専門部　シングルス成績一覧

女　子 ※以下、グレーを除く選手がシード対象選手となります。

ランク 関東高校県予選 所属 ランク 全国高校県予選 所属 ランク 国体県予選 所属 番号 選手名 所属 関東予選 全国予選 国体予選 全日本Jr 全日本一般 県新人 東京Ｊｒ

1 東川  羽菜① 文星女 1 山﨑  琴音③ 文星女 1 石川 未華③ 真岡女 1 東川  羽菜① 文星女 1 2 4 1 2 1

2 石川  未華③ 真岡女 2 東川  羽菜① 文星女 2 小川 彩音① 真岡女 2 小川  彩音① 真岡女 3 4 2 8 1 3

3 小川  彩音① 真岡女 3 新井  莉奈③ 青藍 4 新井 莉奈③ 青藍 3 石川  未華③ 真岡女 2 8 1

4 山﨑  琴音③ 文星女 4 小川  彩音① 真岡女 4 東川 羽菜① 文星女 4 山﨑  琴音③ 文星女 4 1

5 三村  理子② 真岡女 8 渡邉  愛梨② 文星女 8 亀田 ひより３ 益子中 5 佐久間 芽生３ 文星中 8 2 2

6 佐藤  有紗① 文星女 8 鈴木  愛衣③ 文星女 8 佐久間 芽生３ 文星中 6 新井  莉奈③ 青藍 8 3 4

7 野澤  颯夏③ 青藍 8 石川  未華③ 真岡女 8 吉田 美憂① 真岡女 7 渡邉  愛梨② 文星女 16 8 16 16 4 8

8 新井  莉奈③ 青藍 8 佐藤  有紗① 文星女 8 三村 理子② 真岡女 8 吉田  美憂① 真岡女 16 16 8 16 4 16

16 黒須  梢③ 文星女 16 榎田  真凜② 益芳星 16 今泉 愛聖① 青藍 9 香取 悠珠子 ６ 卓桜会 4

16 飯山  琉那② 文星女 16 吉田  美憂① 真岡女 16 石川 夢② 青藍 10 田村 優花 ３ 卓桜会 4 4

16 大川  優華① 文星女 16 大川  優華① 文星女 16 本山 えり② 真岡女 11 三村  理子② 真岡女 5 16 8 32 8 8

16 亀田  さくら③ 真岡女 16 飯山  琉那② 文星女 16 亀田 さくら③ 真岡女 12 佐藤  有紗① 文星女 6 8 16 8 8 8

16 渡邉  愛梨② 文星女 16 三村  理子② 真岡女 16 鈴木 愛衣③ 文星女 13 野澤  颯夏③ 青藍 7 16 16

16 吉田  美憂① 真岡女 16 野澤  颯夏③ 青藍 16 渡邉 愛梨② 文星女 14 今泉 愛聖① 青藍 32 16 16 16 8 16

16 鈴木  愛衣③ 文星女 16 今泉  愛聖① 青藍 16 佐藤 有紗① 文星女 15 飯山  琉那② 文星女 16 16 32 16 8 8

16 佐々木  里菜① 宇中女 16 杉山  ほとり① 文星女 16 野澤 颯夏③ 青藍 16 細金 美咲 ２ 大谷中 8

32 杉本  葵② 真岡女 32 鈴木  菜々佳② 青藍 32 塚田 真未② 宇短附 17 伊藤 心咲 ６ 卓桜会 8

32 政 本 結 衣② 足利工 32 滝童内 和② 烏山 32 江原 由希子① 栃木女 18 亀田 ひより３ 益子中 8 16

32 鈴木 菜々佳② 青藍 32 加藤  あい③ 文星女 32 梅田  依茉① 宇女 19 鈴木  愛衣③ 文星女 16 8 16

32 今泉 愛聖① 青藍 32 髙山  藍香③ 青藍 32 大塚 和葉③ 宇白楊 20 大川  優華① 文星女 16 16 32 16 16 16

32 石川  夢② 青藍 32 政本  結衣② 足利工 32 手塚 彩名② 青藍 21 杉山  ほとり① 文星女 32 16 32 16 16 32

32 髙山 藍香③ 青藍 32 萩島  詩音③ 宇中女 32 滝童内 和② 烏山 22 本山  えり② 真岡女 32 32 16 16 16 32

32 石島  陽菜② 文星女 32 塚田  真未② 宇短附 32 古澤 理帆② 鹿沼南 23 石川  夢② 青藍 32 32 16 32 16 16

32 本山  えり② 真岡女 32 手塚  彩名② 青藍 32 杉山 ほとり① 文星女 24 亀田  さくら③ 真岡女 16 32 16

32 佐々木  千尋③ 宇中女 32 江原 由希子① 栃木女 32 武田 陽菜② 鹿沼 25 鈴木 菜々佳② 青藍 32 32 32 32 16 32

32 手塚  彩名② 青藍 32 石川  夢② 青藍 32 飯山 琉那② 文星女 26 手塚  彩名② 青藍 32 32 32 32 16 32

32 大貫  菜々帆③ 宇女 32 本山  えり② 真岡女 32 大川 優華① 文星女 27 福田明未① 青藍 32 32 32 16 32

32 加藤  あい③ 文星女 32 三宅  美萌③ 鹿沼 32 髙山 藍香③ 青藍 28 江原 由希子① 栃木女 32 32 16

32 三宅  美萌③ 鹿沼 32 福田明未① 青藍 32 杉本 葵② 真岡女 29 仲井 くるみ １ ＲＫ 16 16

32 萩島  詩音③ 宇中女 32 杉本  葵② 真岡女 32 鈴木 菜々佳② 青藍 30 榎田  真凜② 益芳星 16

32 雪野  あや美③ 文星附 32 黒須  梢③ 文星女 32 福田 明未① 青藍 31 黒須  梢③ 文星女 16 32

32 杉山  ほとり① 文星女 32 亀田  さくら③ 真岡女 32 加藤 あい③ 文星女 32 佐々木  里菜① 宇中女 16

33 政 本 結 衣② 足利工 32 32 32 32 32

ランク 全日本ジュニア県予選 所属 ランク 県新人 所属 ランク 東京ジュニア県予選 所属 34 塚田  真未② 宇短附 32 32 32

1 東川 羽菜① 文星女 1 小川 彩音① 真岡女 1 東川  羽菜① 文星女 35 滝童内 和② 烏山 32 32 32 32

2 佐久間 芽生 ３ 文星中 2 東川 羽菜① 文星女 2 佐久間 芽生３ 文星中 36 石島  陽菜② 文星女 32 32 32 32

4 香取 悠珠子 ６ 卓桜会 4 吉田 美憂① 真岡女 4 小川  彩音① 真岡女 37 杉本  葵② 真岡女 32 32 32

4 田村 優花 ３ 卓桜会 4 渡邉 愛梨② 文星女 4 田村 優花 ３ 卓桜会 38 髙山 藍香③ 青藍 32 32 32

8 細金 美咲 ２ 大谷中 8 今泉 愛聖① 青藍 8 佐藤  有紗① 文星女 39 加藤  あい③ 文星女 32 32 32

8 伊藤 心咲 ６ 卓桜会 8 飯山 琉那② 文星女 8 渡邉  愛梨② 文星女 40 梅田  依茉① 宇女 32 32 32

8 小川 彩音① 真岡女 8 佐藤 有紗① 文星女 8 三村  理子② 真岡女 41 古澤 理帆② 鹿沼南 32 32 32

8 佐藤 有紗① 文星女 8 三村 理子② 真岡女 8 飯山  琉那② 文星女 42 藤平 さくら② 茂木 32 32

16 仲井 くるみ １ ＲＫ 16 福田 明未① 青藍 16 吉田  美憂① 真岡女 43 萩島  詩音③ 宇中女 32 32

16 飯山 琉那② 文星女 16 手塚 彩名② 青藍 16 今泉 愛聖① 青藍 44 三宅  美萌③ 鹿沼 32 32

16 渡邉 愛梨② 文星女 16 杉山 ほとり① 文星女 16 大川  優華① 文星女 45 土井 美緒② さくら 32

16 本山 えり② 真岡女 16 江原 由希子① 栃木女 16 石川  夢② 青藍 46 髙田 ここ菜① 宇女 32 32

16 吉田 美憂① 真岡女 16 大川 優華① 文星女 16 亀田 ひより３ 益子中 47 野澤 唯心② 宇商 32

16 大川 優華① 文星女 16 本山 えり② 真岡女 16 仲井 くるみ １ ＲＫ 48 川俣 匠未② 宇短附 32

16 杉山 ほとり① 文星女 16 鈴木 菜々佳② 青藍 16 伊藤 夏歩 ３ 卓桜会 49 髙橋 乃愛① 宇中女 32

16 今泉 愛聖① 青藍 16 石川 夢② 青藍 16 大柿 凛歩２ 陽西中 50 石川 愛莉② 黒磯南 32

32 仲山 里奈 ６ 一期元気 32 川俣 匠未② 宇短附 32 本山  えり② 真岡女 51 大月 碧伊① 佐松桜 32

32 関口 灯優 １ 一期元気 32 野澤 唯心② 宇商 32 杉山  ほとり① 文星女 52 巻島 涼乃① 鹿沼 32

32 政本 結衣② 足利工 32 石川 愛莉② 黒磯南 32 鈴木 菜々佳② 青藍 53 鶴岡 聖夏① 鹿沼 32

32 石島 陽菜② 文星女 32 髙橋 乃愛① 宇中女 32 手塚  彩名② 青藍 54 佐久間 結生 ４ ＲＫ 32

32 伊藤 夏歩 ３ 卓桜会 32 巻島 涼乃① 鹿沼 32 福田明未① 青藍 55 鹿目 右海 ６ ＲＫ 32

32 三村 理子② 真岡女 32 藤平 さくら② 茂木 32 政 本 結 衣② 足利工 56 仲山 里奈 ６ 一期元気 32

32 佐久間 結生 ４ ＲＫ 32 大月 碧伊① 佐松桜 32 滝童内 和② 烏山 57 関口 灯優 １ 一期元気 32

32 鹿目 右海 ６ ＲＫ 32 鶴岡 聖夏① 鹿沼 32 石島  陽菜② 文星女 58 篠原 千里 ２ 一期元気 32

32 石川 夢② 青藍 32 石島 陽菜② 文星女 32 梅田  依茉① 宇女 59 梶谷 姫愛 ２ 真岡中 32

32 鈴木 菜々佳② 青藍 32 政本 結衣② 足利工 32 古澤 理帆② 鹿沼南 60 伊藤 夏歩 ３ 卓桜会 32 16

32 篠原 千里 ２ 一期元気 32 梅田 依茉① 宇女 32 髙田 ここ菜① 宇女 61 谷口 凛華 ３ 茂木中 32

32 藤平 さくら② 茂木 32 土井 美緒② さくら 32 直井 志織２ 益子中 62 大塚 和葉③ 宇白楊 32

32 福田 明未① 青藍 32 古澤 理帆② 鹿沼南 32 馬籠 花帆２ 益子中 63 武田 陽菜② 鹿沼 32

32 梶谷 姫愛 ２ 真岡中 32 髙田 ここ菜① 宇女 32 齋川 陽咲１ 佐野ｊｒ 64 大貫  菜々帆③ 宇女 32

32 手塚 彩名② 青藍 32 滝童内 和② 烏山 32 石塚 心３ 中村中 65 佐々木  千尋③ 宇中女 32

32 谷口 凛華 ３ 茂木中 32 塚田 真未② 宇短附 32 手塚 玲奈３ 白鷺ｊｒ 66 雪野  あや美③ 文星附 32

67 大柿 凛歩２ 陽西中 16

68 直井 志織２ 益子中 32

69 馬籠 花帆２ 益子中 32

70 齋川 陽咲１ 佐野ｊｒ 32

71 石塚 心３ 中村中 32

72 手塚 玲奈３ 白鷺ｊｒ 32


