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

男子ダブルス
1.向井 匠・澤田 京佑（高
林）
2.石塚達也・渡邊蒼心（若
草）
3.見形 嘉唯・増子 湧哉（東 那 須 野）
4.中村 聖和・安達 朋哉（大 田 原）
5.篠江 功誠・松本 翔仁（三
島）
6.小野 凌平・手塚 達哉（西 那 須 野）
7.関谷 蒼大・ 平山 鉄（日
新）
8.須川 悠斗・村田 悠大（厚
崎）
9.井上 元気・八木澤 誠（大 田 原）
10.松山 光輝・谷地田柊人（黒 磯 北）
11.大髙 瑞季・高根沢 結人（那
須）
12.鈴木 寛人・南部 悠人（西 那 須 野）
13.渡邉凌 ・平 石佑 典（黒
羽）
14.野村 智康・長内 健太郎（東 那 須 野）
15.石塚尊彬・深澤旭陽（黒
磯）
16.菅野寛人・赤羽凌泰（若
草）
17.筒井 森太郎・菅沼 舜（那
須）
18.國井 葵・加藤 裕介（厚
崎）
19.大森 涼翔・鈴木 遥斗（日
新）
20.井上 真翔・田代 漣（黒 磯 北）
21.鈴木 大斗・蓮實 陽色（大 田 原）
22.木下貴市・新巻翔琶（黒
羽）
23.??田 奈知・折井 孝浩（三
島）
24.大久保 悠太・松本 陸来（箒
根）
25.大根田 蓮・後藤 真也（黒 磯 北）
26.鈴木 唯斗・前澤 陸斗（那
須）
27.高城 藍斗・高久 真拡（那 須 中 央）
28.大河原 佑斗・菊池 由晟（東 那 須 野）
29.伊藤悠陽・近内紬貢（黒
磯）
30.橋本和樹・バルガスジュリア
ン（三
島）
31.佐々木 理葵・三浦 翔（西 那 須 野）
32.阿久津陽翔・北条拓真（若
草）
33.牧島佑樹・間宮千耀（黒
磯）
34.関根 歩夢・福田 晴瑠（大 田 原）
35.渡辺 一成・櫻井 春道（黒 磯 北）
36.井上 柊汰・丸山 奏叶（厚
崎）
37.大森 翼・増子 隆希（東 那 須 野）
38.伊坂 陽希・梅宮 聡佑（日
新）
39.大森 悠叶・萩原 哉多（那
須）
40.磯 雄 太 ・ 瀧 本 翼（黒
羽）
41.熊田惺斗・人見風穏（黒
磯）
42.佐藤宗太郎・菅野隼人（若
草）
43.佐々木 愛翔・田﨑 奏翔（日
新）
44.生井 統進・吉井 眞貴（箒
根）
45.菊地 侑希・星 奏七斗（西 那 須 野）
46.大貫 海叶・大島 海斗（厚
崎）
47.大嶋 悠陽・大谷 郁斗（三
島）
48.上山 琉衣・君島 翼（塩
原）
49.鈴木 蒼空・髙 成太郎（西 那 須 野）
50.井上颯大・井上陽大（黒
羽）
51.成田 大翔・深澤 舜（高
林）
52.星雄登 ・山 内煌 大（黒
磯）
53.益子 柊斗・川村 晟那（三
島）
54.坂内 蓮・横尾 歩（箒
根）
55.赤川 翔一・磯 蓮（東 那 須 野）
56.人見 庵慈・星 結翔（黒 磯 北）
57.岡本 謙信・平山 凌（那 須 中 央）
58.大川 瑛太・星 真尋（日
新）
59.大高透和・松倉一樹（若
草）
60.藤本 鯨太・奈良原 幸希（厚
崎）
61.森 敬春・白土 桜大（那
須）
62.遠藤 蒼空・大脇 義翔（西 那 須 野）
63.郡司 悠・手塚 一虎（大 田 原）
敗者復活戦①
８須川・村田（厚埼） ×−○
32阿久津・北条（若草）○−×
79村上・菅原（若草） ○−×
96竹村・松浦（若草） ○−×

16菅野・赤羽（若草）
48上川・君島（塩原）
80渡部・黒沢（黒磯）
119月井・江連（箒根）

64.齊藤 稔蕪・山下 聖杏（西 那 須 野）
65.藤田 那有太・平山 昊弥（厚
崎）
66.渡邉 凛・松本 叶大（東 那 須 野）
67.関谷綸・須藤日々輝（黒
磯）
68.磯 凱晴・大森 悠雅（三
島）
69.星 直樹・船木 亜衣琉（黒 磯 北）
70.山田 雄太・増渕 優人（大 田 原）
71.小林司 ・梶 原椋 馬（黒
羽）
72.太田 連緒・常盤 隼正（日
新）
73.印南 春翔・田代 楓太（高
林）
74.神保 琉斗・髙久 海斗（西 那 須 野）
75.荻田 大輝・秋元 大和（那
須）
76.平山 温輝・狗飼 蒼（大 田 原）
77.印南 廣旗・臼井 誠（箒
根）
78.伊藤 駿・福井 孝誠（塩
原）
79.村上悠真・菅原蒼平（若
草）
80.渡部太陽・黒沢怜央（黒
磯）
81.池田 颯太・吉澤 玲緒（日
新）
82.金沢瞬輝・渡邉 涼（若
草）
83.和夛 悠生・田代 優樹斗（三
島）
84.片山 蒼・山田 敦貴（黒 磯 北）
85.天谷 拓実・髙久 尚路（那
須）
86.宮川 浩翔・辻 杜弥（東 那 須 野）
87.井上 史埜・深澤 康太（那 須 中 央）
88.松田 優斗・重田 力來（厚
崎）
89.大金隼也・齋藤泰成（黒
羽）
90.大森 匠・吉井 雄士（箒
根）
91.中口 健太郎・小林 丈流（東 那 須 野）
92.副島 維人・森下 煌太（西 那 須 野）
93.小室 良介・川田 葵斗（日
新）
94.迫田 稚斗・八性 亮仁（大 田 原）
95.印南琉唯・高野秀真（若
草）
96.竹村悠太・松浦歩夢（若
草）
97.朝野 兆・ 塙 悠（日
新）
98.大森 涼太・古賀 宙仁（三
島）
99.小林 漣・白田 瑛斗（黒 磯 北）
100.藤田樹竜・高澤怜佑（黒
磯）
101.益子 駿之介・白石 拓海（厚
崎）
102.小嶋 悠斗・大森 咲陽（那
須）
103.深澤 拓夢・倉橋 佑弥（大 田 原）
104.國場 悠希・室井 優哉（西 那 須 野）
105.塗茂 樹生・有末 柊哉（三
島）
106.北村 陸太・古内 誉（那 須 中 央）
107.栗尾 怜英・市原 瑛太（東 那 須 野）
108.髙久晴翔・大島佑斗（黒
羽）
109.君島 翔・齋藤 優太（塩
原）
110.山本隼士・立花耀斗（若
草）
111.月井 凌斗・小口 悠斗（黒 磯 北）
112.桃井 簾・大森 龍羽（那
須）
113.野木蒼輝・萩原空翔（黒
磯）
114.大野 璃夢都・菊地 駿希（日
新）
115.山本 佳汰・芦田 雄治（厚
崎）
116.津島蓮音・百瀬航成（若
草）
117.吉田 蓮・山本 空（東 那 須 野）
118.本田 経悟・市川 玲央月（大 田 原）
119.月井 綾人・江連 朝日（箒
根）
120.阿久津 陽向・和田 健太（西 那 須 野）
121.神長颯 ・佐 川敦 哉（黒
磯）
122.廣田 昊・大平 夏唯（厚
崎）
123.月井 慶宣・井上 湧翔（高
林）
124.古田 寛幸・平山 慶（那
須）
125.宗正 渉・斎藤 碧人（黒 磯 北）
126.手塚 嗣遥・宇賀神 龍平（三
島）

