
那須地区中学校新人体育大会ソフトテニス大会

平成３０年９月２９日

くろいそ運動場・厚崎中学校

女子個人戦 (1) 女子個人戦 (2)

越沼・人見怜 （黒磯北） 80

2 黒﨑・野澤 （大田原） 森・益子

（野崎） 28 54 井上・栗田 （三島）1 藤田奈・平野 （那須中央） 森・君

峯石・神山 （大田原） 81

3 影山・神長 （西那須） 遠山ほ・遠山あ

（日新） 29 55 石田・手塚 （金田北）

大髙・藤田 （東那須） 82伊藤葵・郷間 （親園）

（日新）

4 田中・君島 （金田北） 佐々木・岡野

（親園） 30 56

（那須中央） 32 58

𠮷成・髙久 （三島） 83

5 星・八木沢 （三島） 渋井・高久

（大田原） 31 57 藤田聖・柴田 （黒磯北）

丸山・松本 （親園） 84相田・松本

室井・永井 （西那須） 85

7 若目田由・須藤 （野崎） 上野・三浦

（黒羽） 33 59 川上・藤田 （大田原）

磯典・萩原 （金田北） 86八木澤・笹沼 （厚崎）

6 人見・黒木

相馬・我妻 （親園） 塩澤・小貫

（東那須） 34 60

（黒磯北） 井戸沼由・井戸沼奈

阿久津・宮﨑 （高林） 87

9 月井・室井 （高林） 渡邉・富田

（金田北） 35 61 渡邊・藤田万 （那須中央）

小山田・大島 （那須中央） 88齋藤・安藤 （野崎）

8

（黒羽）

10 常盤・敦賀 （厚崎） 坂本・阿部

（西那須） 36 62

（若草） 38 64

加藤・横田 （日新） 89

11 橋本・大森陽 （黒磯） 松本・伊藤

（高林） 37 63 栗田・藤田 （若草）

髙根沢・室井 （黒磯） 90藤田・川島

中野･人見 （若草） 91

13 吉野・白倉 （黒羽） 植木・肥塚

（三島） 39 65 丸山・今野 （西那須）

見目・阿美 （野崎） 92薄井・玉野 （黒磯）

12 菊地・渡邉

徳原・関 （大田原） 田嶋・磯

（黒磯北） 40 66

（日新） 稲井・伊藤

小橋・新藤 （西那須） 93

15 大橋・鈴木 （厚崎） 守・岩谷

（厚崎） 41 67 長谷川・斎藤 （西那須）

伊澤・鶴野 （野崎） 94浅井・塩沢 （厚崎）

14

（金田北）

16 磯楓・安達 （箒根） 三浦・渡邊

（黒磯北） 42 68

（三島） 44 70

深澤花・深澤那 （東那須） 95

17 小田・関口 （東那須） 塩田・竹内

（高林） 43 69 髙根沢・大田原 （高林）

手塚・鈴木 （大田原） 96上野・角田

（黒羽） 97

19 蜂巣あ・相澤 （日新） 石川・伊藤咲

（日新） 45 71 井手・佐藤優 （大田原）

磯妃・柴﨑 （箒根） 98三本木・宮田 （東那須）

18 西澤・佐藤 （三島）

（若草） 田村・鈴木

（親園） 46 72

佐藤愛・丹野吉岡・大島

99

21 藤田彩・臼井 （黒磯北） 岩﨑・星野

（西那須） 47 73 益子・斎藤杏 （黒羽）

（那須中央） 48 74 渡邊・矢能 （野崎）

秋田・谷口 （親園）20 三森・山田

君島・我妻 （那須中央） 101

阿久津・片瀨 （金田北） 100

22 磯理・目野 （金田北）

23 柏木・関谷 （親園）

（日新）佐藤優奈・君島 （大田原） 49 75 川﨑・蜂巣え

斉藤沙・佐藤浬 （黒羽） 50

24 岩谷・若目田世 （野崎） 横山・小森 （金田北） 51

25 片柳・渡邉 （黒羽） 磯・藤原 （野崎） 52

（黒磯） 53

27 林・磯 （西那須）

26 室井・唐澤 （那須中央） 大森彩・関根

（三島） 102

77 渡部・佐藤 （那須中央） 髙橋・藤田心 （黒磯北） 103

76 磯・大島 （黒磯北） 野沢・中村

（日新） 104

79 鈴木・安藤 （親園） 大武・市川 （厚崎） 105

78 佐藤・関谷 （三島） 菅原・伊藤


