
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歳以下男子シングルス (1)

藤弘　理来 (千・富丘)
1 村田　章弥 (後・共和) 藤山　海芯

上原　智葵 (北・北見卓球スクール) 64

(函・東和クラブ) 62
2 花 優之介 (苫・明倫)

千葉　優翔 (名・士別少年団) 中田　匠

63
3 三澤　佑衣 (稚・枝幸南)

(釧・オカモトTTC) 65

櫻井　歩
5 阿部  咲人 (室・室蘭ラブオール)

4

川辺　晃輝 (札・藻岩)

桑名　駿 (富・富良野西) 66
6 阪東　慶人 (札・屯田北)

荻原　大和 (札・円山クラブ) 69

(根・計根別学園) 67
7 山田　陽太 (留・留萌)

9 岡本　悠生 (旭・エレッズ旭川)

68
8 稲原 北斗 (根・Glanz根室)

荘司　大輝 (岩・Topspin) 70
10 本吉　慶 (江・卓正会) 藤原　将斗
11 西田　琥珀 (函・MCクラブ) 村田　風稀

大友　琴嵐 (札・新川) 古川　航平

(後・余市西) 71
(日・富川クラブ) 72
(十・共栄) 73

竹田 風流
13 新井　春磨 (十・帯広T・Tスタジオ)

12

田中　颯人 (留・留萌モンスターズJr)

太島　知輝 (旭・エレッズ旭川) 74
14 河合　陽和 (岩・Topspin)

北村　真之助 (札・スネイルズ) 77

(苫・ウトナイ) 75
15 林　陽太 (千・恵庭少年団)

17 井上　侑大 (北・北見クラブ)

76
16 入江　佳輝 (旭・旭川)

木村　恭右 (釧・幣舞) 78
18 篠谷　泰志 (札・スネイルズ) 山田 湊太
19 藤山　天星 (函・東和クラブ) 菊地　壮太

三宅　海斗 (紋・興部) 奥山　咲斗

(苫・苫小牧ジュニア) 79
(千・恵明中) 80
(紋・雄武) 81

加藤 祐貴
21 西山　大晴 (十・緑園)
20

吉根　琉生 (十・更別クラブジュニア)

向田　尋哉 (名・剣淵) 82
22 佐藤 　凌駕 (網・網走第三)

田川  傑留 (室・伊達) 85

(滝・fine stars) 83
23 大光　明葉 (日・富川)

25 山下　広樹 (千・千歳少年団)

84
24 渡辺　悠翔 (札・Ping T)

樋掛　晴希 (札・札苗北) 86
26 松田　翼冴 (釧・標茶) 片山　晴聖 (旭・旭川) 87
27 湯澤 俊介 (滝・fine stars) 濱舘　周 (江・大麻) 88
28 千葉 大志 (苫・佐藤クラブ) 村上　蓮 (北・瑞穂卓球) 89
29 岡崎　海衣琉 (札・北栄) 村井 俊太 (根・Glanz根室) 90
30 千葉　生基 (江・新篠津少年団) 一戸　奏斗 (後・寿都卓球協会) 91
31 吉根　直輝 (十・帯広第一) 新津　臣哉 (十・札内クラブ) 92
32 須藤　福之助 (札・スネイルズ) 村上　敬祐 (北・北見クラブ) 93
33 西島　一登 (旭・旭川中央) 越橋  禅 (室・光陵) 94
34 加藤　柊牙 (紋・潮見) 寺町　健吾 (十・士幌中央) 95
35 田澤 昊汰 (苫・北海道菊卓会) 髙岡　紫苑 (後・泊) 96
36 幸坂　綾斗 (北・北見北) 田尻　暢 (札・スネイルズ) 97
37 中馬　悠叶 (千・千歳少年団) 姉崎　一磨 (根・別海少年団) 98
38 川端　琉生 (十・共栄) 岸本 大和 (滝・啓成) 99
39 内糸　遥馬 (釧・共栄) 天谷　悠禅 (留・古丹別) 100
40 山下  貴大 (室・光陵) 森川　春稀 (江・江別中央) 101
41 田中 耶麻斗 (根・TEAM　成澤) 久保　陽太郎 (札・日章) 102
42 伊藤　有哉 (深・深川) 矢野　遥真 (日・静内) 103
43 濱岸　煌輝 (札・卓球ラボミソノJ) 村瀬　春祐 (十・帯広第四) 104
44 福田　優希 (十・翔陽) 小池　紫晏 (釧・釧路北) 105
45 岡田　健 (後・俱知安) 佐々木　璃空斗 (札・真駒内曙) 106
46 竹下　和希 (岩・長沼) 三浦　珀空 (稚・香深) 107
47 小倉　由人 (稚・潮見が丘) 藤倉　拓大 (函・MCクラブ) 108
48 川端　琉稀斗 (日・静内) 小岩　瑞輝 (江・新篠津) 109
49 粟田　尊 (旭・Ｐ.Ｐファミリア) 後藤  啓太 (苫・北海道菊卓会) 110
50 弥富　洸 (北・北見卓球スクール) 岡本　藍琉 (日・平取) 111
51 渡邊 幸樹 (苫・ノースチャンプ) 山下　綜介 (岩・長沼) 112
52 長谷　悠杜 (札・あいの里東) 新山  詠心 (室・桜蘭) 113
53 松田　陸斗 (富・上富良野) 宮西　孝貴 (札・栄) 114
54 髙橋　良輔 (江・江別第三) 谷藤　智基
55 飛野　蒼天 (札・スネイルズ)

谷　祐真 (旭・エレッズ旭川) 117

(深・深川クラブ) 115
小林　皇雅 (十・スマイルクラブ)

赤石結太朗 (函・MCクラブ)

116
56 上戸　大馳 (後・寿都)

118
58 竹花　琉生 (釧・ワンスターTTC) 石丸　拳心
57

119
59 岩井　漣 (留・初山別) 高橋　吹雪 (函・タクティブ函館) 120
60 岡田　城司 (根・Glanz根室) 社内　柑太 (十・帯広T・Tスタジオ) 121

122
北道　湧斗 (札・星槎もみじ) 123
齋藤　来翔 (名・士別南)61 阿部　翔梧 (十・札内クラブ)

(根・野付)
林　隼矢 (千・千歳少年団)

※赤数字はコート番号
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