
令和4年度　第62回徳島県高等学校総合体育大会（卓球競技）

令和4年6月4日（土）

とくぎんトモニアリーナ

男子ダブルス

62 竹内・森岡 (徳島商業) 勝江・関本 （城南） 124

60 坂東・吉兼 （つるぎ） 金井・金山 （阿波） 122

61 田中・岡本 （城南） 板東・川内 (海部) 123

58 横瀬・仁木 (鳴門) 眞鍋・西坂 (徳島市立) 120

59 佐藤・鈴江 (城東) 鎌田・岸上 （吉野川） 121

56 二宮・吉田 （吉野川） 渡部・松村 (川島) 118

57 髙橋・惣野 （城北） 二木・谷 (富岡西) 119

54 小山・麻 （阿南高専） 八木・本津 （城北） 116

55 小西・髙橋 (海部) 福長・田上 （阿南光） 117

52 畠中・住友 （城ノ内） 和仁・村山 (徳島科技) 114

53 赤澤・宮城 (徳島市立) 奈加・岡野 (鳴門) 115

50 中川・田村 （阿波） 豊澤・森島 （阿波） 112

51 篠原・割石 (阿波西) 福田・津川 （徳島北） 113

48 赤澤・松本 （徳島北） 佐藤・髙田 （つるぎ） 110

49 岡信・山下 (徳島科技) 河野・三木 (徳島商業) 111

46 野間・飯田 （阿南光） 久次米・板東 （阿波） 108

47 山西・大松 (城東) 財田・鎌田 （城ノ内） 109

44 石幸・峯田 (徳島商業) 岡駿・吉田 (徳島科技) 106

45 地紙・ 田 （阿波） 井内・西村 （吉野川） 107

42 尾形・後藤 （脇町） 山田・名目良 （城南） 104

43 増井・岡部 （つるぎ） 住田・河野 (小松島西) 105

63

2 岩浅・新開 （脇町） 西川・西田 (板野) 64

1 宇田・高田 （城南） 篠塚・村橋 （城南）

65

4 妹尾・池内 （阿波） 武井・ 野 （穴吹） 66

3 三宅・村田 （城北） 衣笠・岡田 (川島)

67

6 勝野・尾崎 （徳島北） 坂東・小笠原 （徳島北） 68

5 植田・明石 (鳴門渦潮) 石川・藪原 (徳島商業)

69

8 新開・武澤 （つるぎ） 廣田・立石 (徳島商業) 70

7 大塚・阿部 (川島) 森本・樫原 (阿波西)

71

10 山本・藤井 (徳島商業) 小西・原 （吉野川） 72

9 大西・撫中 (富岡東) 坂田・稲葉 (海部)

73

12 島山・末田 (海部) 杉山・赤松 (鳴門) 74

11 岡村・天雲 (鳴門) 北岡・新田 （つるぎ）

75

14 大坂・藤井 (徳島科技) 大塚・長井 （阿波） 76

13 阿川・山本 (城東) 西川・東原 （脇町）

77

16 井上・小村 (徳島商業) 原田・武田 （つるぎ） 78

15 寺西・三枝 (富岡西) 秋月・田中 (城東)

79

18 河野・酒井 (城東) 藤田・小久見 (富岡東) 80

17 青木・中西 (小松島) 藤野・兼松 （徳島北）

81

20 坂井・島村 （阿南光） 堰・岡 （阿波） 82

19 黒川・仁木 （つるぎ） 手塚・武田 （城ノ内）

83

22 髙岡・中川 （城南） 吉田・羽住 (鳴門) 84

21 松本・藤川 （吉野川） 武市・吉田 (徳島商業)

85

24 大塚・高橋 （脇町） 増井・竹内 (富岡西) 86

23 中山・坂東 （阿波） 酒井・松並 （城北）

87

26 藤本・富川 （城南） 冨田・川野 (徳島科技) 88

25 林・髙野 (板野) 岡・坂本 （つるぎ）

89

28 岡本・佐藤 (川島) 藤田・山口 (海部) 90

27 門脇・谷口 (海部) 吉野・三橋 （脇町）

91

30 渡邊・十川 (阿波西) 瀧野・木内 (鳴門渦潮) 92

29 小山・坂元 （城北） 本田・國本 (城東)

93

32 西尾・水田 （城南） 津村・谷 （脇町） 94

31 春木・前田 (鳴門渦潮) 大月・有井 （城南）

95

34 板東・福松 (板野) 鶴羽・元木 (徳島商業) 96

33 重清・中谷 （吉野川） 井原・野村 (小松島)

97

36 大川・白山 (川島) 西津・青矢 （城南） 98

35 多村・梶原 （徳島北） 橋本・河野 （城北）

99

38 大谷・佐藤 （つるぎ） 浪川・笠井 (鳴門渦潮) 100

37 森・久保 (海部) 近藤・三木 (城東)

41 引田・森 (海部)

101

40 新居・宮本 (鳴門渦潮) 乃一・池本 (海部) 102

39 髙倉・大島 (小松島) 森本・近藤 (板野)

竹内・中村 （つるぎ） 103
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女子ダブルス

32

2 津村・伊庭 (脇町) 大塚・福田 (鳴門) 33

1 豊永祐・豊永夢 (徳島商業) 髙木・森下 (城南)

34

4 冷・渡部 (川島) ラフォンテーヌ・坂東 (海部) 35

3 吉田・松吉 (海部) 三橋・植松 (城北)

36

6 南・岩崎 (富岡東) 小野・山西 (城東) 37

5 宇城・美世 (城南) 豊田・藤田 (徳島北)

38

8 山﨑・白井 (鳴門) 木内・大川 (城東) 39

7 角田・武知 (阿波) 河村・村橋 (徳島商業)

40

10 相原・森 (吉野川) 樫原・中島 (阿南高専) 41

9 山田・横田 (つるぎ) 林・松本 (徳島市立)

42

12 岡田・川添 (城北) 中川・煙草 (徳島北) 43

11 三橋・大杉 (徳島市立) 兼子・枝澤 (川島)

44

14 河野・三谷 (鳴門渦潮) 児島・野口 (富岡東) 45

13 福士・岩見 (城東) 小林・柿本 (城北)

46

16 中川・柴田 (徳島市立) 大野・櫻間 (脇町) 47

15 長袋・佐野 (徳島北) 増田・三木 (徳島商業)

48

18 井内・菅沼 (名西) 田・日下 (名西) 49

17 髙島・浅野 (富岡東) 椋本・三原 (鳴門渦潮)

50

20 佐藤・島田 (富岡西) 安原・天羽 (徳島市立) 51

19 庵床・富樫 (つるぎ) 宮本・岡 (徳島商業)

52

22 板井・有馬 (鳴門) 木村・張 (城東) 53

21 小山・岡久 (徳島商業) 鶴羽・久米 (富岡西)

54

24 安藝・樫谷 (城東) 久岡・藤平 (鳴門) 55

23 広永・土井 (徳島北) 坂崎・山田 (富岡東)

56

26 髙橋・吉岡 (徳島商業) 忠津・松本 (城北) 57

25 中・坂東 (川島) 伊藤・雑賀 (吉野川)

58

28 大石・以西 (城北) 丸石・渡邊 (川島) 59

27 明石・菊池 (徳島市立) 池田・葉坂 (徳島北)

31 坂口・名賀石 (城南)

60

山田・引地 (徳島商業) 61

29 福井・平松 (富岡東) 逢坂・澤山 (つるぎ)

30 田中・四宮 (吉野川)


