令和4年度那須地区総合体育大会
卓球大会

於）大田原体育館
令和4年7月2日

女子ダブルス
1.吉永 梨乃・宮野 芽依（大 田 原）

48.月井 愛琉・時庭 結美花（黒 磯 北）

2.後藤 千百合・室井 りゅな（高

林）

49.鈴木彩姫・秋元清子（黒

3.津久井愛・大金ゆあ（若

草）

50.増居 音愛・竹内 愛華（大 田 原）

羽）

4.斎藤 杏菜・鈴木 穂乃羽（西 那 須 野）

51.古寺 実花・粒来 瑠渚（三

島）

5.小貫 花音・相馬 可怜（黒 磯 北）

52.井上 紗羅・井上 ?花（那

須）

6.坂下 彩織・竹内 美姫（日

新）

53.菅野 茉奈美・髙橋 舞夏（日

新）

7.三田藍良・川上紫穂（黒

羽）

54.髙島 亜寿美・室井 莉音（高

林）

8.鴇巣 さくら・荒木 悠愛（那

須）

55.工藤 羽奈・對間

原）

9.八木沢 琉南・伊藤 愛華（三

島）

56.本澤 娃奈・猪山 愛咲（東 那 須 野）

10.佐藤凜 ・小 沼美 奈（若

草）

57.久保愛理・國田佳穂（若

11.青山 知夏・君島 心美（塩

原）

58.鈴木 璃音・本橋 桃香（黒 磯 北）

12.福田望月・石川日向（黒

羽）

59.益子 綾暖・佐藤 妃奈溜（西 那 須 野）

薫（塩

草）

13.秋山 綾香・松本 萌愛（大 田 原）

60.鹿野 いろ葉・月田 千陽（那

14.佐藤 梨夢・渋井 優花（那 須 中 央）

61.小河原 理々・森田 有那（西 那 須 野）

15.高久 莉緒菜・藤田 姫菜乃（黒 磯 北）

62.佐藤 琴音 ・小川 姫香（三

島）

16.田代 來花・前田 麗乃（東 那 須 野）

63.大野 玲來・松本 夕梨（日

新）

17.小出 祐未・森合 穂華（西 那 須 野）

64.牧野 有希・室井 萌花（大 田 原）

18.薄井 日和・髙根沢 萌依（那

65.益子愛那・福田理奈（黒

須）

須）

羽）

19.櫻井 仁奈・三本 花恵（西 那 須 野）

66.平山 愛麗・小室 麻奈（那 須 中 央）

20.稲井 文香・中條 桜雪（三

島）

67.髙橋 楓・塚本 橙子（日

21.白井 未空・米山 心彩（日

新）

68.岡本 來夕・中島 美空（西 那 須 野）

22.星 芽衣咲・室井 心菜（大 田 原）

69.菊地あるま・鈴木美優（黒 磯 北）

23.大久保綾野・水上叶望（若

草）

70.山田歌・大野姫香梨（若

24.鈴木 緋真・栗川 柊理（三

新）

草）

島）

71.菊地 優那・野口 愛加（大 田 原）

25.金子温琉・吉田梨花（黒 磯 北）

72.薄井 あすか・金子 幸彩（那 須 中 央）

26.伊豆田 奏那・芝間 陽南（西 那 須 野）

73.平山 瑞葵・螺良 友菜（日

新）

27.米山 優羽・渡邉 悠那（那 須 中 央）

74.添田 花音・篠江 花鈴（三

島）

28.丸山 和花・田邊 梨奈（大 田 原）

75.小堀 珠来・清水 日梛（大 田 原）

29.藤本姫織・田中優花（若

草）

76.今川海音・北條華蓮（若

草）

30.小林優花・小林愛佳（黒

羽）

77.君島 舞花・櫻井 妙江（塩

原）

31.君島 唯・渡辺 真帆（三

島）

78.前島 歩望・髙田 優雛（黒 磯 北）

32.石﨑 史萌奈・野澤 穂乃佳（大 田 原）

79.星 和葉・中里 美緒（三

島）

33.小松 くるみ・野口 悠夏（西 那 須 野）

80.櫻岡実央子・山田凛（若

草）

34.室井 心優・渡邊 美咲（日

81.大島 愛菜・福田 美月（大 田 原）

新）

35.田野 紅羽・室井 光茄（黒 磯 北）

82.大森 菜々・高根沢 花純（那

須）

36.柴田 皇芭・藤田 菜々美（西 那 須 野）

83.阿部 心優・和泉 風香（西 那 須 野）

37.山田 朋佳・本澤 橙子（黒 磯 北）

84.宮本真優・小池美羽（若

草）

38.浜本結寿詠・小林花乃音（若

草）

85.相馬 由萌・後藤 ひまり（三

島）

39.月井 ひなた・室井 まお（高

林）

86.渡邊 映莉・伊東 琴葉（日

新）

40.廣木 こゆき・蛭田 琶那（日

新）

87.大森結愛・田野心咲（黒 磯 北）

41.渡邊 彩那・田辺 葵（大 田 原）

88.菊池 絢音・渡邊 心結（高

42.小林 菜穂・小滝 美憂（那 須 中 央）

89.印南 史緒・西村 映麻（東 那 須 野）

43.室井 優奈・落合 江美（東 那 須 野）

90.古川 莉珠・松本 希花（大 田 原）

44.横田 野々花・増渕 静流（日

新）

91.佐藤 由珠・磯 歩花（黒 磯 北）

45.菊地 莉音・相馬 あおい（那

須）

92.薄井 小春・岡田 聖（那

46.佐藤 伶厘・磯

陽花（三

島）

93.相馬 結奈・吉田 優奈（那 須 中 央）

47.新巻詩乃・江連寧々（黒

羽）

94.辻 唯那・藤田 歩音（西 那 須 野）
95.神長花音・大森愛美（黒

敗者復活戦①
６坂下・竹内（日新）
35田野・室井（黒北）
59益子・佐藤（西中）
83阿部・和泉（西中）

×−○
○−×
○−×
○−×

23大久保・水上（若草）
45荒巻・江連（黒羽）
65益子・福田（黒羽）
89印南・西村（東中）

−

84印南・西村（東中）

林）

須）

羽）

