
那須地区中学校総合体育大会ソフトテニス大会

平成３０年７月２２日（日）

くろいそ運動場

男子個人 (1) 男子個人 (2)

(那須中央) 28

2 橋本・田代 (西那須野) 髙久・高藤 (黒磯北) 29

1 藤田・大森 (日新) 深澤・鏑木

(黒磯) 30

4 三浦・安富 (那須中央) 礒寿・都丸 (若草) 31

3 丸山・渡邉 (東那須野) 平山・大田原

(大田原) 32

6 熊谷・高根沢 (黒磯北) 柳田・吉野 (三島) 33

5 生井・關 (黒磯) 池田・森柊

(西那須野) 34

8 田代・柴田 (厚崎) 三好・荒井 (黒磯北) 35

7 後藤・西海碧 (黒羽) 宮本・大鹿

(日新) 36

10 小田切・室井 (親園) 印南・亀山 (野崎) 37

9 平山・茂野 (西那須野) 溝江如・中山

(親園) 38

12 印南・松田 (三島) 佐藤大・藤田 (黒羽) 39

11 沼野井・杉山 (野崎) 水口・伴

(厚崎) 40

14 長浜・石戸 (西那須野) 布施・豊泉 (黒磯) 41

13 大貫・森郁 (大田原) 田嶋・平山

(厚崎) 42

16 髙橋・佐藤 (親園) 寺内・古森 (若草) 43

15 鈴木陸・深澤 (日新) 能戸・織田

(三島) 44

18 渡邊・深澤 (野崎) 高久・伊東 (親園) 45

17 大野・伊藤 (東那須野) 吹春・佐々木

(東那須野) 46

20 大嶋・小林 (三島) 渡辺・柴田 (西那須野) 47

19 三本木・平野 (黒磯北) 國井・玉木

(黒磯北) 48

22 後藤・菊池 (厚崎) 渋谷・君島 (大田原) 49

21 高久知・髙根澤 (那須中央) 田代・木谷

(黒羽) 53

25 中村・安田 (大田原) 荒井・高久幸

(日新) 50

24 長・鈴木 (黒羽) 佐藤友・福田 (野崎) 51

23 楠田・鈴木里 (黒磯) 大野・荒井

(厚崎) 西谷・遅澤 (三島) 81

27 芳賀・徳原 (若草)

54 武藤・矢作

55 星野・髙林

56 佐藤拓・和氣

(那須中央) 52

26 渡邊・塩田 (黒磯北) 佐藤佑・三浦

(野崎) 大森・島田 (黒磯) 83

(親園) 石川智・高橋 (西那須野) 82

(親園) 84

58 石井・久保 (三島) 舟木・仙庭 (那須中央) 85

57 田代・富山 (東那須野) 伊藤・関口

(黒磯北) 86

60 蜂巣・加藤 (若草) 横山・五十嵐 (厚崎) 87

59 磯･鈴木泰 (日新) 小畑・相馬

(西那須野) 88

62 高橋・押久保 (黒磯) 岩﨑・松本 (野崎) 89

61 屋代・益子 (黒羽) 齋藤・八性

(大田原) 90

64 藤田・津田 (那須中央) 江連・礒真 (若草) 91

63 石川圭・早川 (西那須野) 弓座・中田

(東那須野) 92

66 田中・井上 (黒磯北) 狸塚・吉成 (黒羽) 93

65 遠藤・桃原 (大田原) 北條・仁平

(日新) 94

68 八塚・関谷 (西那須野) 渋川・小野 (黒羽) 95

67 吉田・山口 (那須中央) 溝江煕・河畑

(日新) 96

70 星野・鳥越 (大田原) 岡本・山田 (大田原) 97

69 新巻・深沢 (黒羽) 松本・仙波

(那須中央) 98

72 小野﨑・佐藤 (三島) 花山・大平 (黒磯北) 99

71 福富・渋川 (日新) 後藤・鈴木

(黒磯) 100

74 益子・伴 (西那須野) 田部・渡邉 (厚崎) 101

73 関谷・永井 (親園) 渡邉・鈴木和

(西那須野) 102

76 相沢・西海貴 (黒羽) 武藤・小林 (親園) 103

75 江口・太田 (黒磯北) 織田・秋山

(野崎) 104

78 神谷・伊藤 (若草) 江端・杉山 (三島) 105

77 坂和・粕谷 (黒磯) 平松・藤田

(黒磯北) 106

80 渡野・櫻井 (野崎) 印南・大森 (東那須野) 107

79 星・高久 (厚崎) 小林・新崎


