
令和3年度　栃木県高体連卓球専門部　ダブルス成績一覧

男　子 女　子

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 県新人 所属 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 全国高校県予選 所属

1 小川 透生③／大越 彰人③ 作新 1 大久保 樹②／岡部 愉一② 作新 1 林 皓太②／藤掛 陸人② 青藍 1 山﨑 琴音③／東川 羽菜① 文星女 1 石川 未華③／ 真岡女 1 飯山 琉那②／東川 羽菜① 文星女

2 加藤 渉③／大内 悠登③ 作新 2 神郡 元希③／中川 龍馬③ 青藍 2 水谷 旭希①／我慢 健斗① 青藍 2 三村 理子②／吉田 美憂① 真岡女 2 渡邉 愛梨②／佐藤 有紗① 文星女 2 三村 理子②／小川 彩音① 真岡女

3 神郡 元希③／中川 龍馬③ 青藍 4 林 皓太②／藤掛 陸人② 青藍 4 篠原 優斗②／濱野 莉功② 作新 3 新井 莉奈③／今泉 愛聖① 青藍 4 山﨑 琴音③／東川 羽菜① 文星女 4 本山 えり②／吉田 美憂① 真岡女

4 大久保 樹②／岡部 愉一② 作新 4 加藤 渉③／大内 悠登③ 作新 4 大久保 樹②／岡部 愉一② 作新 4 石川 未華③／小川 彩音① 真岡女 4 新井 莉奈③／今泉 愛聖① 青藍 4 渡邉 愛梨②／佐藤 有紗① 文星女

8 林 皓太②／藤掛 陸人② 青藍 8 木村 舜希③／中山 輝人③ 文星附 8 河原 涼太①／坂本 柊真① 作新 8 亀田 さくら③／杉本 葵② 真岡女 8 黒須 梢③／杉山 ほとり① 文星女 8 塚田 真未②／川俣 匠未 宇短附

8 木村 舜希③／中山 輝人③ 文星附 8 水谷 旭希①／我満 健斗① 青藍 8 桑原 渉②／宮田 聡一朗② 真岡 8 渡邉 愛梨②／佐藤 有紗① 文星女 8 三村 理子②／吉田 美憂① 真岡女 8 石島 陽菜②／杉山 ほとり① 文星女

8 加藤 龍雅②／吉成 輝② 文星 8 小川 透生③／大越 彰人③ 作新 8 吉成 輝②／加藤 龍雅② 文星附 8 鈴木 愛衣③／飯山 琉那② 文星女 8 亀田 さくら③／杉本 葵② 真岡女 8 石川 夢②／今泉 愛聖① 青藍

8 長木 裕夢③／髙橋 翔平③ 文星 8 青木 一心③／千吉良 怜③ 足大附 8 鴇田 修一②／新井 輝瑠① 足利工 8 黒須 梢③／杉山 ほとり① 文星女 8 鈴木 愛衣③／飯山 琉那② 文星女 8 手塚 彩名②／鈴木 菜々佳② 青藍

16 鴇 田 修 一②／和 泉 英 希③ 足利工 16 渡邊 一磨③／清水 光② 青藍 16 笹沼 星矢②／村上 雅哉② さくら 16 明才地 七菜③／大澤 あやの③ 茂木 16 手塚 彩名②／鈴木 菜々佳② 青藍 16 小林 美咲②／橋本 真理② 大女

16 増渕 孔介③／萩庭 和樹③ 宇北 16 篠原 優斗②／濱野 莉功② 作新 16 風間 将翔②／鹿野 康平① 青藍 16 近澤 幸姫③／川俣 匠未② 宇短附 16 石川 夢②／野澤 颯夏③ 青藍 16 関 奏海②／中島 里菜② 栃翔南

16 仲井 輝星③／續橋 秀人① 青藍 16 桑原 渉②／宮田 聡一朗① 真岡 16 安生 輝良①／渡邉 煌① 作新 16 加藤 あい③／大川 優華① 文星女 16 関 奏海②／中島 里菜② 栃翔南 16 政本 結衣②／鈴木 舞桜② 足利工

16 桑原 渉②／宮田 聡一朗① 真岡 16 仲井 輝星③／續橋 秀人① 青藍 16 岡村 大輔①／小島 匠樹① 文星附 16 手塚 彩名②／鈴木 菜々佳② 青藍 16 近澤 幸姫③／川俣 匠未② 宇短附 16 江原 由希子①／中村 美乃里① 栃女

16 吉原 俊佑③／原田 航③ 宇都宮 16 鴇田 修一②／和泉 英希③ 足利工 16 加藤 空②／阿久津 哉孝① 今市工 16 石川 夢②／野澤 颯夏③ 青藍 16 萩島 詩音③／飯泉 美咲③ 宇中女 16 長谷川 実紅①／小藤 夏碧① 栃翔南

16 穴原 徹大①／鹿野 康平① 青藍 16 相馬 俊冶③／相馬成貴③ 大田原 16 清水 光②／穴原 徹大① 青藍 16 萩島 詩音③／飯泉 美咲③ 宇中女 16 加藤 あい③／大川 優華① 文星女 16 嶋田 和奏②／栗原 湖珀② 足女

16 関塚 隆晟③／原島 琉空③ 茂木 16 相馬 司②／高久 優大② 黒羽 16 相馬 司②／高久 優大② 黒羽 16 髙山 藍香③／大場 麻帆③ 青藍 16 髙山 藍香③／大場 麻帆③ 青藍 16 菊地 はなの②／横山 理菜② 大女

16 渡邊 一磨③／清水 光② 青藍 16 木村 航海③／植木 楓雅③ 真岡 16 阿久津 翔琉②／根本 将汰① 宇工 16 大貫 菜々帆③／中田 愛子③ 宇女 16 明才地 七菜③／大澤 あやの③ 茂木 16 諏訪 優花②／馬崎 美沙② 那拓陽


