
令和4年度　栃木県高体連卓球専門部　シングルス成績一覧

男　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 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

1 大久保 樹③ 作新 1 大久保 樹③ 作新 1 星  和志３ 文星附中 1 大久保 樹③ 作新 1 1

2 續橋 秀人② 青藍 2 續橋 秀人② 青藍 2 續橋 秀人② 青藍 2 星  和志３ 文星附中 1

4 篠原 優斗③ 作新 3 吉成 輝③ 文星附 4 三枝 大樹３ 毛野中 3 續橋 秀人② 青藍 2 2 2

4 岡部 愉一③ 作新 4 藤掛 陸人③ 青藍 4 水谷 旭希② 青藍 4 吉成 輝③ 文星附 16 3 8

8 岡村 大輔② 文星附 8 岡村 大輔② 文星附 8 林 皓太③ 青藍 5 水谷 旭希② 青藍 32 8 4

8 坂本 柊真② 作新 8 水谷 旭希② 青藍 8 岡村 大輔② 文星附 6 三枝 大樹３ 毛野中 4

8 林 皓太③ 青藍 8 柳沢 瑠玖① 青藍 8 岡部 愉一③ 作新 7 藤掛 陸人③ 青藍 8 4

8 藤掛 陸人③ 青藍 8 我満 健斗② 青藍 8 吉成 輝③ 文星附 8 岡部 愉一③ 作新 4 32 8

16 椎名 勇翔① 青藍 16 穴原 徹大② 青藍 16 清水 光③ 青藍 9 篠原 優斗③ 作新 4 16 16

16 籔下 大晃③ 宇商 16 小森 陽斗① 作新 16 歌川 健太① 青藍 10 岡村 大輔② 文星附 8 8 8

16 加藤 龍雅③ 文星附 16 林 皓太③ 青藍 16 椎名 勇翔① 青藍 11 林 皓太③ 青藍 8 16 8

16 穴原 徹大② 青藍 16 濱野 莉功③ 作新 16 篠原 優斗③ 作新 12 柳沢 瑠玖① 青藍 32 8 16

16 清水 光③ 青藍 16 新 井 羽 瑠③ 足利工 16 坂本 柊真② 作新 13 我満 健斗② 青藍 32 8 16

16 吉成 輝③ 文星附 16 清水 光③ 青藍 16 柳沢 瑠玖① 青藍 14 坂本 柊真② 作新 8 32 16

16 小森 陽斗① 作新 16 鴇 田 修 一③ 足利工 16 我満 健斗② 青藍 15 穴原 徹大② 青藍 16 16 16

16 歌川 健太① 青藍 16 篠原 優斗③ 作新 16 穴原 徹大② 青藍 16 清水 光③ 青藍 16 16 16

32 小島 桧生① 文星附 32 小島 匠樹② 文星附 32 安生 輝良② 作新 17 歌川 健太① 青藍 16 32 16

32 渡邊 煌② 作新 32 安生 輝良② 作新 32 髙賀茂 雷③ 足利工 18 椎名 勇翔① 青藍 16 16

32 池田 未來③ 黒磯南 32 味野和 涼惺③ 作新 32 津吹 琉威３ 北押原中 19 小森 陽斗① 作新 16 16 32

32 野田 惺矢② 宇北 32 野田 惺矢② 宇北 32 堀口 竜弥① 作新 20 濱野 莉功③ 作新 32 16

32 柳沢 瑠玖① 青藍 32 鹿野 康平② 青藍 32 新井 羽瑠③ 足利工 21 新 井 羽 瑠③ 足利工 16 32

32 水谷 旭希② 青藍 32 坂本 柊真② 作新 32 新井 輝瑠② 足利工 22 鴇 田 修 一③ 足利工 16

32 味野和 涼惺③ 作新 32 岡部 愉一③ 作新 32 野田 惺矢② 宇北 23 加藤 龍雅③ 文星附 16 32 32

32 髙賀茂 雷③ 足利工 32 政 本 陽 生② 足利工 32 味野和 涼惺③ 作新 24 籔下 大晃③ 宇商 16 32

32 宮田 聡一朗② 真岡 32 山田 恵大③ 足利工 32 草間 星来 宇商 25 野田 惺矢② 宇北 32 32 32

32 河原 涼太② 作新 32 髙賀茂 雷③ 足利工 32 小森 陽斗① 作新 26 味野和 涼惺③ 作新 32 32 32

32 我満 健斗② 青藍 32 鈴木 康史③ 鹿沼 32 岡山 太亮３ 馬頭中 27 髙賀茂 雷③ 足利工 32 32 32

32 澁谷 昌樹③ 文星附 32 加藤 龍雅③ 文星附 32 小島 桧生① 文星附 28 小島 桧生① 文星附 32 32 32

32 菊地 侯那③ 足利工 32 河原 涼太② 作新 32 小島 匠樹② 文星附 29 小島 匠樹② 文星附 32 32 32

32 山田 恵大③ 足利工 32 澁谷 昌樹③ 文星附 32 籔下 大晃③ 宇商 30 安生 輝良② 作新 32 32

32 小島 匠樹② 文星附 32 歌川 健太① 青藍 32 加藤 龍雅③ 文星附 31 河原 涼太② 作新 32 32

32 濱野 莉功③ 作新 32 小島 桧生① 文星附 32 加藤 暖貴② 茂木 32 山田 恵大③ 足利工 32 32

33 澁谷 昌樹③ 文星附 32 32

34 草間 星来 宇商 32

35 堀口 竜弥① 作新 32

36 新井 輝瑠② 足利工 32

37 岡山 太亮３ 馬頭中 32

38 津吹 琉威３ 北押原中 32

39 加藤 暖貴② 茂木 32

40 鈴木 康史③ 鹿沼 32

41 鹿野 康平② 青藍 32

42 政 本 陽 生② 足利工 32

43 池田 未來③ 黒磯南 32

44 渡邊 煌② 作新 32

45 宮田 聡一朗② 真岡 32

46 菊地 侯那③ 足利工 32

47



令和4年度　栃木県高体連卓球専門部　シングルス成績一覧

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 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

1 佐久間 芽生① 文星附 1 東川 羽菜② 文星女 1 小川 彩音② 真岡女 1 小川 彩音② 真岡女 4 3 1

2 東川 羽菜② 文星女 2 佐久間 芽生① 文星附 2 佐久間 芽生① 文星附 2 東川 羽菜② 文星女 2 1 4

4 小川 彩音② 真岡女 3 小川 彩音② 真岡女 4 東川 羽菜② 文星女 3 佐久間 芽生① 文星附 1 2 2

4 佐藤 有紗② 文星女 4 三村 理子③ 真岡女 4 三村 理子③ 真岡女 4 三村 理子③ 真岡女 8 4 4

8 亀田 ひより① 真岡女 8 亀田 ひより① 真岡女 8 石川 夢③ 青藍 5 佐藤 有紗② 文星女 4 8 8

8 三村 理子③ 真岡女 8 吉田 美憂② 真岡女 8 亀田 ひより① 真岡女 6 亀田 ひより① 真岡女 8 8 8

8 石川 夢③ 青藍 8 石川 夢③ 青藍 8 吉田 美憂② 真岡女 7 吉田 美憂② 真岡女 8 8 8

8 吉田 美憂② 真岡女 8 佐藤 有紗② 文星女 8 佐藤 有紗② 文星女 8 石川 夢③ 青藍 8 8 8

16 杉山 ほとり② 文星女 16 今泉 愛聖② 青藍 16 飯山 琉那③ 文星女 9 本山 えり③ 真岡女 16 16 16

16 政本 結衣③ 足利工 16 鈴木 菜々佳③ 青藍 16 鈴木 菜々佳③ 青藍 10 今泉 愛聖② 青藍 16 16 16

16 江原 由希子② 栃木女 16 大川 優華② 文星女 16 阿部 美咲① 真岡女 11 手塚 彩名③ 青藍 16 16 16

16 本山 えり③ 真岡女 16 手塚 彩名③ 青藍 16 今泉 愛聖② 青藍 12 杉山 ほとり② 文星女 16 16 16

16 渡邉 愛梨③ 文星女 16 政本 結衣③ 足利工 16 石島 陽菜③ 文星女 13 飯山 琉那③ 文星女 16 16 16

16 今泉 愛聖② 青藍 16 飯山 琉那③ 文星女 16 杉山 ほとり② 文星女 14 鈴木 菜々佳③ 青藍 32 16 16

16 飯山 琉那③ 文星女 16 杉山 ほとり② 文星女 16 手塚 彩名③ 青藍 15 政本 結衣③ 足利工 16 16

16 手塚 彩名③ 青藍 16 本山 えり③ 真岡女 16 本山 えり③ 真岡女 16 阿部 美咲① 真岡女 32 32 16

32 阿部 美咲① 真岡女 32 若林 花歩① 鹿沼東 32 鈴木 舞桜② 足利工 17 石島 陽菜③ 文星女 32 32 16

32 手塚 玲奈① 青藍 32 中島 里菜③ 栃翔南 32 中村 美乃里② 栃木女 18 大川 優華② 文星女 32 16 32

32 弓下 莉央① 文星女 32 梅田 依茉② 宇女 32 若林 花歩① 鹿沼東 19 江原 由希子② 栃木女 16 32 32

32 巻島 涼乃② 鹿沼 32 関 奏海③ 栃翔南 32 弓下 莉央① 文星女 20 渡邉 愛梨③ 文星女 16

32 曽根 保名美③ 石橋 32 石島 陽菜③ 文星女 32 巻島 涼乃② 鹿沼 21 横山 晴菜① 大女 32 32 32

32 松島 友莉亜③ 鹿沼東 32 川俣 匠未③ 宇短附 32 梅田 依茉② 宇女 22 梅田 依茉② 宇女 32 32

32 鈴 木 舞 桜② 足利工 32 武田 陽菜③ 鹿沼 32 髙橋 乃愛② 宇中女 23 若林 花歩① 鹿沼東 32 32

32 横山 晴菜① 大女 32 重富 咲良② 栃木女 32 重富 咲良② 栃木女 24 重富 咲良② 栃木女 32 32

32 鈴木 菜々佳③ 青藍 32 阿部 美咲① 真岡女 32 中村 心優① 栃木女 25 髙橋 乃愛② 宇中女 32 32

32 福田 留那③ 鹿商工 32 石塚 心① 文星女 32 大川 優華② 文星女 26 巻島 涼乃② 鹿沼 32 32

32 髙橋 乃愛② 宇中女 32 江原 由希子② 栃木女 32 江原 由希子② 栃木女 27 鈴 木 舞 桜② 足利工 32 32

32 塚田 真未③ 宇短附 32 藤平 さくら③ 茂木 32 横山 晴菜① 大女 28 弓下 莉央① 文星女 32 32

32 菊地 はなの③ 大女 32 手塚 玲奈① 青藍 32 篠原 千里３ 真岡中 29 手塚 玲奈① 青藍 32 32

32 石島 陽菜③ 文星女 32 横山 晴菜① 大女 32 梶谷 姫愛３ 真岡中 30 曽根 保名美③ 石橋 32 32

32 藤平 さくら③ 茂木 32 曽根 保名美③ 石橋 32 津田 紹葉③ 黒磯南 31 藤平 さくら③ 茂木 32 32

32 大川 優華② 文星女 32 田口 沙奈③ 宇中女 32 馬籠 花帆３ 益子中 32 馬籠 花帆３ 益子中 32

33 津田 紹葉③ 黒磯南 32

34 篠原 千里３ 真岡中 32

35 梶谷 姫愛３ 真岡中 32

36 中村 美乃里② 栃木女 32

37 中村 心優① 栃木女 32

38 川俣 匠未③ 宇短附 32

39 田口 沙奈③ 宇中女 32

40 武田 陽菜③ 鹿沼 32

41 中島 里菜③ 栃翔南 32

42 関 奏海③ 栃翔南 32

43 石塚 心① 文星女 32

44 塚田 真未③ 宇短附 32

45 福田 留那③ 鹿商工 32

46 松島 友莉亜③ 鹿沼東 32

47 菊地 はなの③ 大女 32


