
令和４年度会長杯争奪卓球大会

令和4年5月15日

とくぎんトモニアリーナⅡ

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ

【出場者86名】

1 森影　夏都 (徳島大正銀行) 豊永　夢乃 (徳島商業高) 44

2 小山　晴菜 (徳島商業高) 中川　祐希 (徳島北高) 45

3 藤井　美空 (川内中) 四宮　佳歩 (吉野川高) 46

4 長袋　紗知 (徳島北高) 坂東　綺更 (海部高) 47

5 ラフォンテーヌ沙羅 (海部高) 山﨑　恵美 (鳴門高) 48

6 加島　彩夏 (北島中) 松本　遙華 (藍住東中) 49

7 吉岡　楓加 (徳島商業高) 管沼　彩実 (城西中) 50

8 多田　桜 (藍住東中) 佐野麻里菜 (徳島北高) 51

9 冷　美萱 (川島高) 田村　涼 (城東クラブ) 52

10 雑賀　真裕 (吉野川高) 西尾　亜美 (城東中) 53

11 中島　亜紀 (徳島文理大) 坂口　　舞 (城南高) 54

12 藤野　姫愛 (福島卓球ク） 佐竹　美織 (山川中) 55

13 村橋　筑紫 (土成小) 福田和津実 (鳴門高) 56

14 赤松　希紘 (城南高) 広永　愛澪 (徳島北高) 57

15 久岡　海里 (鳴門高) 三隅　凛花 (藍住東中) 58

16 宮倉　美優 (ムーミンクラブ） 髙田　寿代 (南部中) 59

17 加島　茉奈 (城東クラブ) 河村　真帆 (徳島商業高) 60

18 佐野　瑛里香 (藍住東中) 枝澤　苺依 (川島高) 61

19 池田優梨奈 (徳島北高) 角田　明優 (阿波高) 62

20 武知　佑奈 (阿波高) 森　　輝星 (吉野川高) 63

21 引地　愛実 (徳島商業高) 髙橋　沙綾 (徳島商業高) 64

22 加島　由菜 (北島中) 名賀石莉帆 (城南高) 65

23 佐藤　結愛 (富岡西高) 豊永祐里奈 (徳島商業高) 66

24 土井　心羽 (徳島北高) 宇城　果歩 (城南高) 67

25 椋本　榎音 (鳴門渦潮高) 豊田　歩叶 (徳島北高) 68

26 美世　遙香 (城南高) 白井　杏優 (鳴門高) 69

27 安東　穂果 (城東中) 松吉　心優 (海部高) 70

28 板井　美梨 (鳴門高) 荒井　凜郁 (北島中) 71

29 相原　結愛 (吉野川高) 青山　千咲 (城東クラブ) 72

30 葉坂　ひめ (徳島北高) 北山野々花 (阿南中) 73

31 吉田詩流来 (海部高) 井内奈乃香 (名西高) 74

32 村橋　紫楓 (徳島商業高) 藤野　夢姫 (城東中) 75

33 山田　操季 (南部中) 森下　　奏 (城南高) 76

34 藤田　真奈 (徳島北高) 島田　莉沙 (富岡西高) 77

35 藤平瑛利香 (鳴門高) 大塚かりん (鳴門高) 78

36 中　ひなた (川島高) 煙草　遥香 (徳島北高) 79

37 山本　優奈 (阿南中) 兼子　あかり (川島高) 80

38 岡　　千鶴 (徳島商業高) 増田　あや (徳島商業高) 81

39 田中　裕稀 (吉野川高) 兼松　紗奈 (北島中) 82

40 三木　陽里 (徳島商業高) 伊藤　　藍 (吉野川高) 83

岡久　心春

41 石塚　玲愛 (藍住東中)

(藍住東中)

久次米　琴子 (南部中) 84

42 山内　佑夏 (城東クラブ)

86

(徳島商業高) 85

43 高木　陽菜 (城南高) 丸添　美咲
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令和4年5月15日

とくぎんトモニアリーナⅡ

女子ダブルス

(名西高)

（土成小）

ラフォンテーヌ (山川中)

坂東 （阿南中）

(南部中)

（城東中）

(藍住東中)

（徳島ムーミンク）

(城東中)

（福島ク）

( Rio )

（藍住東中）

1 豊永・豊永 (徳島商業高)

(鳴門高)

坂口・名賀石 (城南高) 18

2 多田・石塚 (藍住東中) 山内・加島茉

伊藤・雑賀 (吉野川高) 21

(城東クラブ) 19

3 井内・村橋 大塚・福田

5 (海部高)

20

4 相原・森 (吉野川高)

松本・佐野 (藍住東中)

佐竹・山本 22

6 宇城・美世 (城南高) 引地・岡

池田・葉坂 (徳島北高) 25

(徳島商業高) 23

7 広永・土井 (徳島北高)

加島・加島 (北島中)

24

8 小山・岡久 (徳島商業高)

楠川・森影 (徳島大正銀行) 26

10 高木・森下 (城南高) 増田・三木

9

11 中川・煙草 (徳島北高) 久岡・藤平

吉田・松吉 (海部高) 29

(徳島商業高) 27

(鳴門高)

13 佐藤・島田 (富岡西高)

28

12 河村・村橋 (徳島商業高)

長袋・佐野 (徳島北高)

山田・西尾 30

14 青山・田村 (城東クラブ) 角田・武知

髙橋・吉岡 (徳島商業高) 33

(阿波高) 31

15 山﨑・白井 (鳴門高)

17 藤野・藤野

【出場数35組】

32

16 三隅・宮倉

田中・四宮 (吉野川高) 34

戎野・丸添 35


