
北海道卓球選手権大会（カデットの部）

令和４年９月３日、４日

十勝よつ葉アリーナ

13歳以下女子シングルス (1)
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※赤数字はコート番号

平井　波凪 (後・神恵内少年団)

野口　茉莉奈 (札・羊丘)

61 平井　美羽 (札・札幌大谷)

120
60 青山　心柚 (網・網走第三) 村山　結来 (札・スネイルズ) 121

(旭・日章少年団) 119
埀石 絢莉 (室・伊達)59 佐藤　香蓮 (岩・美唄Star Jｒ.)

松田　亜紗妃 (函・タクティブ函館) 118
58 志田　智美 (千・恵庭柏クラブ) 但木　一葉
57 岩間 咲映 (苫・厚南)

116
56 西村　栞 (後・美国) 竹内　梨桜 (札・元町) 117

(千・大曲) 115
55 橘井　心乃 (函・五稜郭) 坂井　結 (名・美深)

松本　心優 (後・神恵内少年団) 114
54 林 彩乃 (室・桜蘭) 佐藤 ひより

53 酒井　優舞 (十・帯広第四)

112
52 澤井　咲妃 (旭・東神楽) 伊藤　千彩季 (札・厚田学園) 113

(網・網走第三) 111
51 松崎　理生 (札・平岡) 前野　結菜 (留・増毛)

置田　朱莉 (岩・美唄Star Jｒ.) 110
50 酒井　華恵 (日・静内ジュニア) 横石　妃南
49 井上　詩月 (江・野幌卓球JSC)

108
48 倉田　千愛希 (留・天塩) 小野　結愛 (十・更別クラブジュニア) 109

(江・江別中央) 107
47 田宮　沙倖 (北・瑞穂卓球) 高橋　夏希 (北・北見北)

新川　未有 (北・北見クラブ) 106
46 伊藤　菜月 (旭・エレッズ旭川) 小坂　真央
45 鎌田　葵 (岩・Topspin)

104
44 三浦亜衣梨 (函・東和クラブ) 服部　怜那 (日・静内ジュニア) 105

(室・室蘭ラブオール) 103
43 蜷川　晴香 (根・広陵) 臼杵　里衣子 (後・寿都)

五十嵐　美桜 (十・スマイルクラブ) 102
42 請川　瑞穂 (釧・景雲) 相馬 芽果
41 宮川　美乃里 (十・スマイルクラブ)

100
40 佐藤　清香 (北・小泉) 濱岸　美桜 (札・卓球ラボミソノＪ) 101

(函・東和クラブ) 99
39 山崎　結愛 (札・Ping T) 平沼　明隠 (紋・雄武)

伊達　真弥 (旭・旭川中央) 98
38 秋元　雅生 (稚・稚内少年団) 角　　杏樹
37 鮱名 咲月 (苫・ノースチャンプ)

96
36 加藤 悠乃 (滝・fine　stars) 中鉢　珠莉亜 (根・中西別) 97

(富・富良野西) 95
35 蝦夷森　ことみ (札・アヒル屋) 多川　凜 (釧・オカモトTTC)

南谷　くるみ (札・栄南) 94
34 山内　愛那 (留・港南) 吉田　ゆい
33 檜森　咲良 (江・江別中央)

92
32 矢口　菜結 (千・恵庭少年団) 千葉　莉杏 (岩・Topspin) 93

(岩・Topspin) 91
31 川口　真生華 (札・札幌) 丹波 瑠菜 (苫・北海道菊卓会)

小林　さくら (江・江別中央) 90
30 澤山　ミチル (千・広葉) 鈴木　寛菜
29 足利　志保 (十・帯広T・Tスタジオ)

88
28 草野　ひなた (江・江別中央) 白井 あづさ (苫・ノースチャンプ) 89

(札・琴似) 87
27 造田　陽央里 (旭・東陽) 竹内　桜来 (北・北見スクール)

長正路　七願 (根・広陵) 86
26 相田　琴音 (日・平取) 山岸　茉葵
25 福田　理桜 (深・fine stars)

84
24 宇野　綾華 (富・富良野西) 大﨑　眞香 (十・足寄) 85

(函・MCクラブ) 83
(紋・遠軽ジュニア)23 金野　萊夢 (十・幕別) 内田　百咲

進士　綾音 (千・広葉) 82
22 木村　柚葉 (札・新琴似) 大宮　日夏莉

21 皆川　隼佳 (釧・ワンスターTTC)

80
20 友成　真穂 (北・北見クラブ) 田村　姫夏 (樽・菁園) 81

(札・円山クラブ) 79
19 大倉　柚奈 (根・Glanz根室) 齊藤　　杏 (十・音更)

福岡　千華 (日・日高ジュニア) 78
18 小野　美音 (岩・豊)

(釧・ワンスターTTC) 77

桜井　楓
17 寺田 瀬那 (室・伊達)
16 難波　心愛

(函・深堀) 75
15 阿部　陽菜 (札・スネイルズ) 海野　由良 (千・千歳少年団) 76

村田　美月 (釧・阿寒町スポーツ少年団) 74
14 田渕　桃菜 (千・富丘) 渡部　杏凪
13 村木　葵 (後・積丹ジュニア)

(苫・苫小牧ジュニア) 72
12 髙橋　晄 (十・札内クラブ) 伊藤　莉菜 (旭・エレッズ旭川) 73
11 藤田 小百合 (苫・北海道菊卓会) 芦名 由瑞帆

渡邉 萌生 (室・伊達フルハウス) 70
10 岩浅　葉琉 (根・別海少年団) (札・札苗北) 71

(留・苫前) 69

村上　瑠亜
9 出口　双葉 (紋・雄武)
8 岡田　美波

(深・一已) 67
7 織本　澪　 (旭・翔くんとゆかいな仲間達) 山本　怜奈 (江・野幌) 68

古川　陽葵 (後・余市ジュニア) 66
6 櫻庭　　結 (函・八雲)

(根・別海中央) 65

名久井　雫
5 神野　あかり (名・美深)

18

19

4 佐藤　真奈 (留・留萌) 木村　叶夢

63
3 白石　彩心 (札・札苗北) 石戸　佑実 (日・静内ジュニア) 64

17

(十・札内) 62
2 渡邊　紗希 (釧・桜が丘) 満保　乃愛 (札・厚別北)

1 中川　実美 (岩・美唄Star Jｒ.) 坂上　己旺


