
令和4年度全日本卓球大会県予選

令和4年9月24日

とくぎんトモニアリーナ

男子シングルス

1 三谷　尚輝 (立命館大) 前島　新太 (近畿大) 38

2 惣野　煌基 (城北高) 新田　聖人 (つるぎ高) 39

3 北岡　　悟 (鳴門大毛島) 髙岡　鈴賀 (城南高) 40

4 富川　将吏 (城南高) 本津　卓栄 (城北高) 41

5 福長　大知 (阿南光高) 宮城　希都 (徳島市立高) 42

6 名目良亮介 (城南高) 水田　陸斗 (城南高) 43

7 赤澤　祐太 (徳島市立高) 鶴羽壮一郎 (徳島商業高) 44

8 仁木　晴大 (鳴門高) 羽住　政次 (鳴門高) 45

9 四宮　誠人 (阿南高専) 大栗　寛 (徳島大正銀) 46

10 高田　楓真 (城南高) 中間　祐也 (幸町卓球ク) 47

11 笠井　洸 (ﾑｰﾐﾝｸﾗﾌﾞ) 兼松　優斗 (徳島北高) 48

12 坂元　陽友 (城北高) 佐野　賢太 (城北高) 49

13 岡野　光記 (鳴門高) 大月　一輝 (城南高) 50

14 新崎　智喜 (幸町卓球ク) 横瀬　太輔 (鳴門高) 51

15 伏見　綾人 (TTC21) 安井　大介 (オアシス) 52

16 黒川　蒼太 (つるぎ高) 小泉　良太 (神戸学院大) 53

17 福谷　祥平 (松高クラブ) 麻　颯汰 (阿南高専) 54

18 坂東　孝紀 (徳島北高) 引地　亮斗 (南部中) 55

19 竹内　聖貴 (徳島商業高) 薮内　秀馬 (岩北ﾌﾞﾚｲｻﾞｰｽﾞ) 56

20 住友　祐介 (大商大) 市橋　昊己 (城南高) 57

21 眞鍋　陽季 (徳島市立高) 中尾　晃大 (城北高) 58

22 原　　優斗 (鳴門高) 梶原　蒼生 (徳島北高) 59

23 北岡　直輝 (つるぎ高) 天雲　光希 (鳴門高) 60

24 八木　拓実 (城北高) 岡崎　将志 (幸町卓球ク) 61

25 有井　洸貴 (城南高) 西坂　　新 (徳島市立高) 62

26 林　　央翔 (八万中) 小山　愛登 (阿南高専) 63

27 藤野　留生 (徳島北高) 田上　愛翔 (阿南光高) 64

28 有川　和希 (神戸学院大) 宇田　郁海 (城南高) 65

29 池村　仁 (岩北ﾌﾞﾚｲｻﾞｰｽﾞ) 香川　晋哉 (関西大) 66

30 松本　龍実 (徳島北高) 中川　慶汰 (城南高) 67

31 高橋　康誠 (城北高) 吉田　仁志 (鳴門高) 68

32 西尾　啓希 (城南高) 石幸　琉成 (徳島商業高) 69

33 岡村　直斗 (鳴門高) 橋本　侑磨 (城北高) 70

34 田中　翔也 (城南高) 藤本　大雅 (城南高) 71

35 武市　紘季 (徳島商業高) 仁木　涼太 (つるぎ高) 72

36 三枝　亮太 (個人) 水谷　原野 (赤石クラブ) 73

濱田　大樹 (徳島大正銀) 74【出場者数74名】37 森　拓眞 (幸町卓球ク)



令和4年度全日本卓球大会県予選

令和4年9月24日

とくぎんトモニアリーナ

男子ダブルス

有川・薮内 (神戸学院大・岩北ブレ) 34【出場数34組】17 前島・住友 (近畿大・大商大)

32

16 北岡・新田 (つるぎ高) 鶴羽・武市 (徳島商業高) 33

(鳴門高) 31

15 小山・麻 (阿南高専) 仁木・黒川 (つるぎ高)

藤本・名目良 (城南高) 30

14 大月・有井 (城南高) 岡野・横瀬

13 井上・池村 (岩北ブレ)

28

12 吉田・原 (鳴門高) 岡崎・新崎 (幸町卓球ク) 29

(城北高) 27

11 佐野・本津 (城北高) 中川・富川 (城南高)

早雲・喜多 (パナ・ビッキ) 26

10 井上・中野 (徳銀・昭和体協) 高橋・惣野

9 竹内・石幸 (徳島商業高)

24

8 兼松・藤野 (徳島北高) 中間・濱田 (幸町卓球ク・徳銀) 25

(徳島北高) 23

7 八木・中尾 (城北高) 仁木・羽住 (鳴門高)

香川・小泉 (関西大・神戸学院大) 22

6 西尾・水田 (城南高) 梶原・松本

5 福長・田上 (阿南光高)

20

4 天雲・岡村 (鳴門高) 伏見・安井 (TTC21・オアシス) 21

(徳島市立高) 19

3 眞鍋・西坂 (徳島市立高) 坂元・橋本 (城北高)

宇田・高田 (城南高) 18

2 水谷・三枝 (赤石ク・個人) 宮城・赤澤

1 大栗・森 (徳銀・幸町卓球ク)



令和4年度全日本卓球大会県予選

令和4年9月24日

とくぎんトモニアリーナ

女子シングルス

(城南高) 53

27 豊永　夢乃 (徳島商業高)

【出場者数53名】

岡田萌乃加 (城北高) 52

26 宇城　果歩 (城南高) 高木　陽菜

25 福田和津実 (鳴門高)

50

24 安原　菜穂 (徳島市立高) 板井　美梨 (鳴門高) 51

(城北高) 49

23 上野　　凛 (八万中) 角田　明優 (阿波高)

髙田　寿代 (南部中) 48

22 以西　未侑 (城北高) 村瀬真理菜

21 松本　遙華 (徳島ムーミン)

46

20 山田　操季 (南部中) 引地　愛実 (徳島商業高) 47

(城東中) 45

19 菊池凛々香 (徳島市立高) 谷口　里蘭 (龍谷大)

村橋　紫楓 (徳島商業高) 44

18 中島　亜紀 (徳島文理大) 西尾　亜美

17 川添　桃華 (城北高)

42

16 赤松　希紘 (城南高) 大杉　愛澄 (徳島市立高) 43

(Rio) 41

15 小林　莉奈 (城北高) 大石　純歌 (城北高)

加島　由菜 (北島中) 40

14 丸添　美咲 (藍住東中) 戎野　那菜

13 藤野　夢姫 (城東中)

38

12 松本　優莉 (城北高) 柿本　花沙 (城北高) 39

(徳島商業高) 37

11 美世　遙香 (城南高) 井内奈乃香 (名西高)

大塚かりん (鳴門高) 36

10 植松　千尋 (城北高) 岡　　千鶴

9 中島　斗亜 (阿南高専)

34

8 加島　彩夏 (北島中) 森下　　奏 (城南高) 35

(城北高) 33

7 河村　真帆 (徳島商業高) 天羽　未央 (徳島市立高)

藤田　真奈 (徳島北高) 32

6 鈴江　陽菜 (城北高) 東原　萌衣

5 有馬　梨華 (鳴門高)

30

4 柴田しおり (徳島市立高) 安東　穂果 (城東中) 31

(城北高) 29

3 豊田　歩叶 (徳島北高) 宮倉　美優 (徳島ムーミン)

森影　夏都 (徳島大正銀) 28

2 山本　優奈 (阿南中) 三橋　舞衣

1 西川日満里 (京産大)
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女子ダブルス

混合ダブルス

1 戎野・丸添 (Rio･藍住東中) 高木・森下 (城南高) 12

2 豊田・藤田 (徳島北高) 大塚・板井 (鳴門高) 13

3 柿本・小林 (城北高) 中島・山本 (阿南高専・阿南中) 14

4 松本・宮倉 (徳島ムーミンク) 安原・天羽 (徳島市立高) 15

5 河村・村橋 (徳島商業高) 山田・西尾 (南部中・城東中) 16

6 加島彩・加島由 (北島中) 豊永・引地 (徳島商業高) 17

7 福田・有馬 (鳴門高) 川添・三橋 (城北高) 18

8 宇城・美世 (城南高) 上野・高田 (八万ジュニアク) 19

9 岡田・松本 (城北高) 柴田・大杉 (徳島市立高) 20

10 井内・角田 (名西高・阿波高) 西川・谷口 (京産大・龍谷大) 21

11 楠川・森影 (徳島大正銀行) 【出場数21組】

1 濱田・森影 (徳島大正銀行) 西川・藤野 (パナ・城東中) 9

2 佐野・岡田 (城北高) 坂東・豊田 (徳島北高) 10

3 仁木・福田 (鳴門高) 八木・川添 (城北高) 11

4 福長・中島 (阿南光高・阿南高専) 新崎・戎野 (幸町卓球ク・Rio) 12

5 香川・谷口 (関西大・龍谷大) 薮内・角田 (岩北ブレ・阿波高) 13

6 林・髙田 (八万中・南部中) 田上・山本 (阿南光高・阿南中) 14

16

7 笠井・松本 (徳島ムーミンク) 岡村・板井

【出場数16組】

(鳴門高) 15

8 喜多・丸添 (ビッキ・藍住東中) 前島・西川 (近畿大・京産大)


