
第50回全国高等学校選抜卓球大会（個人）県予選

令和4年11月26日（土）

とくぎんトモニアリーナ第１競技場

男子シングルスＡ

35 新田　聖人 (つるぎ高)

68

34 上田　　煌 (城東高) (徳島北高) 69

33 大塚　煌桔 (阿波高) (脇町高)金泉　颯真

梶原　蒼生

31 斎藤　将吾 (板野高) (鳴門高) 66仁木　晴大

32 岡　　駿汰 (徳島科技高) (つるぎ高) 67金崎　柑太

64

30 板東　遥人 (海部高) (阿波高) 65

29 河野　尋音 (小松島西高) (小松島西高)住田　悠晟

田村　昂星

27 磯田　純成 (脇町高) (富岡東高) 62沼田　秀真

28 久保　丈琉 (富岡東高) (城東高) 63山本　　匠

60

26 岩浅　祐希 (脇町高) (海部高) 61

25 坂東　大志 (つるぎ高) (海部高)門脇　歩夢

末田　栄一

23 佐野　賢太 (城北高) (つるぎ高) 58福井千聖人

24 國本　治也 (穴吹高) (富岡西高) 59谷　　壮馬

56

22 笠原　大稀 (阿南光高) (城ノ内中等教育) 57

21 羽住　政次 (鳴門高) (阿波高)地紙　陵太

手塚　康生

19 森　翔太郎 (海部高) (徳島科技高) 54川野　七輝

20 阿部　海斗 (徳島科技高) (阿南高専) 55麻　　颯太

52

18 四宮　誠人 (阿南高専) (徳島市立高) 53

17 大松　昊輝 (城東高) (つるぎ高)仁木　涼太

宮城　希都

15 金山　幸大 (阿波高) (富岡西高) 50増井隆太郎

16 森　　駿斗 (海部高) (徳島科技高) 51岡　　信德

48

14 大西　勇輝 (富岡東高) (海部高) 49

13 吉田　仁志 (鳴門高) (阿南光高)福田　煌人

小西　善博

11 藤野　留生 (徳島北高) (小松島西高) 46蓮池　亮太

12 坂元　陽友 (城北高) (富岡東高) 47多田　有作

44

10 高橋賢一朗 (脇町高) (脇町高) 45

9 藤田　大輝 (富岡東高) (板野高)西田　優翔

大塚諒太郎

7 吉田　歩翔 (徳島科技高) (阿波高) 42森島　弘成

8 井原　隆翔 (富岡西高) (海部高) 43川内　秀馬

40

6 赤澤　祐太 (徳島市立高) (鳴門高) 41

5 稲葉　晋也 (海部高) (城北高)中尾　晃大

横瀬　太輔

3 佐藤　拳士 (阿南光高) (脇町高) 38後藤　駿斗

4 吉田　翔大 (阿波高) (つるぎ高) 39花岡　　輝

36

2 松永　裕一 (つるぎ高) (徳島科技高) 37

1 前田　陸駆 (鳴門渦潮高) (城東高)田中　　奨

小山田悠人



第50回全国高等学校選抜卓球大会（個人）県予選

令和4年11月26日（土）

とくぎんトモニアリーナ第１競技場

男子シングルスＢ

136

103 北岡　直輝 (つるぎ高) (城北高) 137

102 惣野　煌基 (城北高) (富岡東高)北川　慎人

橋本　侑磨

100 藤尾　翔聖 (脇町高) (阿波高) 134中川　雄貴

101 名頃　　焰 (小松島西高) (阿南高専) 135瀬部亜主真

132

99 板東　颯一 (阿波高) (海部高) 133

98 和仁　拓士 (徳島科技高) (徳島北高)坂東　孝紀

大黒　莉久

96 寒川　夢叶 (阿南光高) (板野高) 130櫻井　陽生

97 河野　圭汰 (城東高) (脇町高) 131新開　光将

128

95 谷口　桂太 (海部高) (つるぎ高) 129

94 西川　　翔 (脇町高) (鳴門高)岡野　光記

大谷　琉駆

92 吉兼　航希 (つるぎ高) (城東高) 126國本　太一

93 近藤　輝一 (城東高) (つるぎ高) 127正木　大誠

124

91 古谷　祐貴 (阿南高専) (阿南光高) 125

90 西坂　　新 (徳島市立高) (穴吹高)武井　　聖

枝川　倫大

88 引田謙之介 (海部高) (小松島西高) 122上田　伊織

89 長尾　亮汰 (富岡東高) (阿波高) 123阿部曖有夢

120

87 岡村　直斗 (鳴門高) (徳島科技高) 121

86 八木　拓実 (城北高) (海部高)島山　晟司

村山　輝空

84 兼松　優斗 (徳島北高) (脇町高) 118小笠　煌陽

85 尾形　健太 (脇町高) (つるぎ高) 119角　　泰伸

116

83 竹内　悠真 (富岡西高) (阿南高専) 117

82 髙橋　大河 (海部高) (徳島市立高)眞鍋　陽季

小山　愛登

80 大坂　隼勢 (徳島科技高) (阿波高) 114豊澤　歩武

81 三木　海人 (城東高) (阿南光高) 115山田　涼介

112

79 島村　魁悟 (阿南光高) (城東高) 113

78 天雲　光希 (鳴門高) (つるぎ高)黒川　蒼太

酒井　悠希

76 木内　蒼唯 (鳴門渦潮高) (鳴門高) 110原　　優斗

77 冨田　銀三 (徳島科技高) (富岡西高) 111二木　優誠

108

75 佐藤　　朔 (つるぎ高) (城北高) 109

74 撫中　　椋 (富岡東高) (脇町高)東原　昌紀

本津　卓栄

72 金井　豊和 (阿波高) (海部高) 106山口　瑚白

73 武田　倫己 (城ノ内中等教育) (富岡東高) 107市原弘一郎

104

71 久保　佑太 (海部高) (徳島科技高) 105

70 西川　宗汰 (板野高) (徳島北高)松本　龍実

井内亜由斗



第50回全国高等学校選抜卓球大会（個人戦の部）県予選

令和4年11月26日（土）

とくぎんトモニアリーナ第１競技場

女子シングルス

28

2 佐藤　結愛 (富岡西高) (富岡東高) 29

1 柴田しおり (徳島市立高) (徳島市立高)天羽　未央

朝川　芽依

3 張　美由紀 (城東高) (小松島西高) 30江口　胡珀

4 豊田　歩叶 (徳島北高) (城東高) 31小野　真穂

32

6 鈴江　陽菜 (城北高) (鳴門渦潮高) 33

5 松吉　心優 (海部高) (城北高)東原　萌衣

三原　彩乃

7 吉田　雪乃 (名西高) (鳴門高) 34大塚かりん

8 林　　夕葵 (徳島市立高) (海部高) 35ラフォンテーヌ沙羅

36

10 椋本　榎音 (鳴門渦潮高) (徳島市立高) 37

9 村瀬真理菜 (城北高) (脇町高)伊庭さくら

菊池凛々香

11 野口　芙羽 (富岡東高) (富岡西高) 38島田　莉沙

12 今津　怜香 (小松島西高) (城北高) 39三橋　舞衣

40

14 大野　詩歩 (脇町高) (名西高) 41

13 櫻間三由希 (脇町高) (阿波高)角田　明優

井内奈乃香

15 坂東　綺更 (海部高) (城北高) 42植松　千尋

16 米山　かほ (富岡西高) (阿南光高) 43田上　静香

44

18 辻野　理紗 (小松島西高) (徳島北高) 45

17 田中　真央 (富岡東高) (富岡西高)久米　陽菜

藤田　真奈

19 山本　早織 (城東高) (城東高) 46岩見　菜月

20 大杉　愛澄 (徳島市立高) (鳴門高) 47板井　美梨

48

22 谷本　莉子 (富岡東高) (富岡東高) 49

21 山西美衣奈 (城東高) (城東高)木村　　鳴

佐野友莉亜

23 鶴羽　胡々 (富岡西高) (脇町高) 50津村穂乃香

24 松本　知佳 (徳島市立高) (城ノ内中等教育) 51安藝　　光

27 川添　桃華 (城北高)

52

26 藤本　祐里 (阿波高) (徳島市立高) 53

25 有馬　梨華 (鳴門高) (小松島西高)元木さくら

安原　菜穂


