
令和4年度全国高体連卓球専門部　冬季強化合宿 最終順位 令和５年１月５日～７日

福井県福井市・福井県立体育館

氏名 １次結果 最終順位 氏名 １次結果 最終順位

木塚　陽斗 大分 明豊 B1 1 藤田　知子 大阪 四天王寺 C1 1

髙橋　慶太 兵庫 育英 C1 2 上澤　杏音 大阪 リベルテ A1 2

三木　隼 山口 野田学園 A1 3 牧野　里菜 石川 遊学館 A2 3

菅沼　翔太 愛知 愛工大名電 A2 4 岩木　仁香 神奈川 横浜隼人 B1 4

萩原　啓至 愛知 愛工大名電 C2 5 首藤　成美 福岡 希望が丘 B2 5

溜　大河 静岡 静岡学園 B2 6 栗山　優菜 愛知 桜丘 C2 6

芝　拓人 山口 野田学園 B3 7 狩野　琴春 埼玉 埼玉栄 B3 7

山岸　馨 愛知 愛工大名電 B4 8 伊藤　詩菜 大阪 四天王寺 B4 8

石井　佑季 福岡 希望が丘 A3 9 岡　るる 北海道 札幌大谷 A3 9

高橋　拓己 大分 明豊 C3 10 今枝　愛美 愛知 愛知みずほ C4 10

赤尾　飛市朗 石川 遊学館 C4 11 佐久間　芽生 栃木 文星芸大附 C3 11

小野　泰和 島根 出雲北陵 A4 12 佐原　のどか 長崎 鎮西学院 A4 12

中谷　歩夢 静岡 浜松修学舎 C5 13 東川　羽菜 栃木 宇都宮文星 B5 13

鈴木　柊平 石川 遊学館 A6 14 岡田　実弓 岡山 山陽学園 C5 14

藤元　駿 高知 明徳義塾 B5 15 村松　愛菜 岐阜 富田 B6 15

濵田　尚人 高知 高知小津 C6 16 桧山　夏望 神奈川 横浜隼人 A5 16

浅見　勇志 福岡 希望が丘 B6 17 上田　紫乃 高知 明徳義塾 C6 17

加藤　公輝 高知 明徳義塾 A5 18 山岸　唯菜 新潟 新潟産大附 A6 18

佐藤　卓斗 島根 出雲北陵 B7 19 竹内　伶 石川 遊学館 B7 19

薜　大斗 石川 遊学館 B8 20 塚田　桜姫 長野 中野西 A7 20

岡崎　将大 京都 東山 C7 21 遠山　紗瑛 新潟 新発田 C7 21

古閑　慎也 京都 東山 A7 22 阿久根　みこ 宮城 聖和学園 C8 22

中島　瞳輝 新潟 新潟産大附 C8 23 野川　春華 東京 武蔵野 B8 23

石山　浩貴 大阪 上宮 A8 24 増田　華 長野 松商学園 A8 24

梅木　大智 山形 鶴岡東 B9 25 藤本　望水 高知 土佐女子 B9 25

岩井田　雄斗 山口 野田学園 C9 26 冨田　愛 岐阜 富田 C10 26

長谷部　聡明 福島 帝京安積 A10 27 田原　留奈 福岡 希望が丘 C9 27

西田　有輝 岡山 関西 A9 28 岸本　芽美 岡山 就実 A10 28

芝原　巧 長崎 鎮西学院 C10 29 佐藤　野々華 新潟 新潟産大附 B10 29

長谷川　隼大 福井 福井商業 B10 30 中野　理咲子 福井 福井商業 A9 30

日髙　智貴 大阪 大阪桐蔭 C11 31 本間　あかり 北海道 札幌大谷 C11 31

坂本　倫太朗 高知 明徳義塾 C12 32 西牧　優衣 福島 郡山女大附 B12 32

太田　虎徹 北海道 北科大 B12 33 附田　蒼和 青森 青森商業 C12 33

吉田　遥人 埼玉 埼玉栄 B11 34 上田　杏 福岡 希望が丘 A11 34

兼平　優斗 岩手 専大北上 A11 35 大塚　未来 石川 遊学館 A12 35

金須　海人 北海道 駒大苫小牧 A12 36 坂﨑　愛華 埼玉 正智深谷 B11 36

櫻井　大地 北海道 留萌 C14 37 冨田　茉里 福井 福井商業 C14 37

久冨　純聖 宮崎 都城商業 A13 38 宮内　理仲 神奈川 横浜隼人 C13 38

黒木　大誠 宮崎 都城商業 B13 39 中野　瞳 熊本 慶誠 B14 39

齋藤　太一 岩手 専大北上 B14 40 桐木　亜美 北海道 札幌大谷 B13 40

森廣　扇兜 福井 福井商業 C15 41 佐々木　結菜 北海道 駒大苫小牧 A14 41

磯川　拓斗 福井 敦賀 C13 42 高橋　里奈 福井 福井商業 B15 42

續橋　秀人 栃木 青藍泰斗高校 B15 43 澤　侑希 福井 啓新 C15 43

松本　千里 福井 福井商業 A14 44 高橋　穂佳 宮城 聖和学園 A13 44

所属 所属


