
北海道卓球選手権大会（カデットの部）

令和４年９月３日

十勝よつ葉アリーナ

１４歳女子シングルス (2)

松本　愛莉 (後・神恵内) 226

224
169 金子　桜子 (留・留萌モンスターズJr) 谷野　唯奈 (室・西陵) 225

(留・留萌モンスターズJr) 223
高橋　眞由 (根・中標津)168 松田　かえで (札・東白石)

髙田　果林 (苫・青翔) 222
167 磯部　愛菜 (江・江別野幌) 敦賀　唯杏

166 迫　夏葉 (旭・緑が丘)

220
165 小野　唯菜 (紋・雄武) 山田　彩 (札・厚別北) 221

(札・日章) 219
164 宮川　愛和 (根・別海中央) 𠮷岡　亜桜 (釧・標茶)

澤田　恵 (十・南町) 218
163 海馬澤　苺依 (日・新冠) 三浦　理花

162 徳井　琉奈 (釧・鳥取)

216
161 鈴木　彩月 (札・琴似) 松橋　優奈 (紋・湧別TTC) 217

(江・江別中央) 215
160 青木　蒼空 (十・池田) 半澤　恵美 (旭・永山南)

木村　海優 (函・上ノ国) 214
159 長井　莉乃愛 (千・恵庭) 清野　こころ

158 近藤　未悠 (函・本通)

212
157 山口　唄瑠 (稚・香深) 堀内　野江 (千・広葉) 213

(札・スネイルズ) 211
156 西本　瑠奈 (滝・歌志内学園) 堀越　結月 (十・十勝クラブ)

福岡　侑奈 (苫・明倫) 210
155 鈴木　実久 (函・MCクラブ) 髙谷　日菜乃

154 森下　美緒 (札・新川)

208
153 白井　なつみ (苫・ノースチャンプ) 植本　初音 (根・別海中央) 209

(日・富川) 207
152 津坂　陽菜 (江・大麻少年団) 塩山　由乃佳 (後・共和)

池田　彩叶音 (釧・釧路北) 206
151 小林　優珠花 (斜・斜里) 船越　夕凪

150 清水　咲希 (根・中西別)

204
149 寺田　優里 (名・士別南) 大竹　美心 (千・勇舞) 205

(斜・斜里) 203
148 吉澤　心菜 (北・北見北) 但木　真琴 (旭・中央)

服部　結衣 (札・あいの里東) 202
147 髙橋　美咲 (十・札内東) 西尾　宙奈

146 一戸　あやめ (室・桜蘭)

200
145 佐々木　望織 (札・元町) 中川　和香 (室・桜蘭) 201

(留・古丹別) 199
144 蠣崎　柚杏 (旭・旭川) 菅田　紗里奈 (十・足寄)

村上　友香 (北・北見クラブ) 198
143 北口　月愛 (千・恵北) 大井　絵里奈

142 伊勢谷　真琴 (後・共和)

196
141 久保　結華 (日・浦河ジュニア) 森　菜月 (岩・美唄Star Jr.) 197

(函・附属函館) 195
140 千葉　奏凛 (岩・Topspin) 佐井　曖来 (留・苫前)

細野　咲 (札・あいの里東) 194
139 近藤　ありす (苫・ウトナイ) 山本　麻優

138 工藤　穂乃花 (旭・緑が丘)

192
137 岩井　莉央 (北・高栄) 佐藤　若菜 (稚・歌登) 193

(江・西当別) 191
136 大西　麗桜 (留・古丹別) 髙橋　伽梛 (十・池田)

廣岡　沙都 (後・余市西) 190
135 藤本　梨音 (札・札幌大谷) 山口　寧音

134 橋爪　悠希 (十・更別中央)

188
133 大橋　令依 (後・泊) 工藤　綾乃 (札・手稲東) 189

(苫・ウトナイ) 187
132 藤島　寧々 (室・幌別) 櫛引　雫 (日・荻伏)

丸山　瀬奈 (十・帯広第四) 186
131 伊東　和歌菜 (釧・幣舞) 富士本　璃呼

130 廣瀬　凛音 (札・あいの里東)

184
129 角田　絢香 (十・帯広第八) 山中　美羽 (旭・永山南) 185

(名・剣淵) 183
128 木賀　千秋 (千・千歳少年団) 菅原　花佳 (室・伊達)

金子　ゆりあ (網・網走第三) 182
127 宮田　麗奈 (深・深川) 杉島　彩華

126 曽根　優彩愛 (網・美幌北)

180
125 金田　心優 (函・亀田) 齊藤　朱南 (江・江別第一) 181

(旭・緑が丘) 179
124 阿部　可林 (釧・標茶) 信岡　未徠 (札・北辰)

辻　音葵 (北・高栄) 178
123 由佐　彩華 (十・帯広第一) 中川　碧依

122 井上　由衣 (札・啓明)

176
121 伊藤　美空 (北・北見スクール) 川西　双葉 (千・恵庭) 177

(釧・幣舞) 175
120 本間　香音 (後・赤井川) 角田　依久美 (札・厚田学園)

鎌田　一花 (根・広陵) 174
119 高島　沙紀 (苫・青翔) 野口　歩美

118 渋谷　梨生 (紋・潮見)

172
117 山谷　弥織 (江・江別中央) 金谷　すみれ (函・長万部) 173

(後・ニセコ) 171
116 池下　あい梨 (札・幌東) 松本　璃音和 (日・静内第三)

石賀　ゆき奈 (十・翔陽) 170
115 田中　優音 (旭・永山南) 日向　美月

114 安藤　司沙 (根・Glanz根室)


