
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 (2)

田尻　琉莞 (札・スネイルズ) 245184 近田   蓮 (苫・北海道菊卓会)

243
183 渡邉　陽輝 (江・江別中央) 吉武 龍杜 (滝・啓成) 244

(日・日高ジュニア) 242
182 田尻　廣 (札・スネイルズ) 嶋田　一臣 (函・東和クラブ)

木浪　康太 (千・千歳中) 241
181 佐々木隆伸 (函・東和クラブ) 吉本　大朔
180 渡邉　智哉 (北・北見卓球スクール)

239
179 茂木　宏太 (旭・中央) 佐藤　雅未 (留・初山別) 240

(後・仁木) 238
178 伊藤　晴規 (釧・ワンスターTTC) 片岡　陽輝 (紋・興部)

下田 武琉 (根・Glanz根室) 237
177 岸田　大輝 (深・一已) 菅森　空冴
176 神原　暖太 (札・Ping T)

235
175 上野　遥斗 (千・千歳少年団) 山森　莉玖 (十・帯広T・Tスタジオ) 236

(旭・当麻) 234
174 中田　健翔 (紋・白滝) 野間　壮流 (江・江別第三)

中塩 希空 (苫・啓明) 233
173 長崎　琥汰 (十・帯広第四) 大原　恵達
172 谷渕　太洋 (岩・長沼)

231
171 田中　寛武 (札・厚別南) 髙田　将磨 (札・北栄) 232

(釧・ワンスターTTC) 230
170 大廣  久遠  (室・桜蘭) 田宮　大誠 (北・北見クラブ)

横津　麻斗 (函・タクティブ函館) 229
169 谷沿　快音 (十・スマイルクラブ) 佐藤　隼士
168 佐藤　継心 (名・士別少年団)

227
167 藤森　颯 (後・蘭越) 坂井　謙太 (札・柏丘) 228

(江・野幌卓球JSC) 226
166 小野　煌季 (日・静内) 三品　蒼涼 (十・札内クラブ)

坂田　銀時 (旭・Ｐ.Ｐファミリア) 225
165 土田　一輝 (留・古丹別) 支倉　幸也
164 奈良　実希 (江・卓正会)

223
163 森木　涼太 (札・光陽) 桟　未来 (北・北見卓球スクール) 224

(苫・佐藤クラブ) 222
162 友成　真梧 (北・北見クラブ) 木村　海斗 (名・TCけんぶちJr)

森　漣耀 (千・大曲) 221
161 加藤　朝陽 (十・札内クラブ) 佐藤 裕眞
160 伊藤　一志 (根・Glanz根室)

219
159 櫻庭　巧勝 (札・北白石) 大石  錦獅郎 (室・伊達) 220

(十・共栄) 218
158 瀬尾　紘一 (稚・枝幸) 山﨑　星矢 (富・上富良野)

打越　陽向 (札・スネイルズ) 217
157 奥野 恭平 (苫・ノースチャンプ) 小林　利琉
156 勝又　柊人 (千・恵北)

215
155 門前　陽空 (函・MCクラブ) 大畑　遥輝 (岩・栗山) 216

(十・スマイルクラブ) 214
154 島田　　樹 (北・北見クラブ) 大室　壮二朗 (後・蘭越ＳＣ)

本間　葵大 (旭・エレッズ旭川) 213
153 結城　皓介 (留・天塩) 長嶋　奏音
152 西園  仁暁 (室・壮瞥)

211
151 柴泉 奏太 (滝・啓成) 西嶋　悠元 (釧・標茶) 212

(後・美国) 210
150 吉田　一翔 (十・更別中央) 髙橋  健太郎 (室・西陵)

菊池 瑛仁 (苫・北海道菊卓会) 209
149 法山　直生 (日・静内第三) 野宮　櫂人
148 江間　礼桜 (函・MCクラブ)

207
147 赤間　壮馬 (札・札苗北) 北村　煌介 (札・スネイルズ) 208

(稚・枝幸南) 206
146 清水　結斗 (旭・旭川HTTC) 新岡　雪人 (札・卓球ラボミソノJ)

伊藤　颯汰 (留・古丹別) 205
145 浅野　壮佑 (釧・幣舞) 山下　陽大
144 山口　真虎 (根・野付)

203
143 簑島　慎太郎 (紋・紋別) 市橋　善 (千・千歳少年団) 204

(日・富川) 202
142 吉根　正輝 (十・十勝クラブ) 酒井　正斗 (根・Glanz根室)

北山　　綾治 (函・MCクラブ) 201
141 小川　都人 (千・恵庭少年団) 齋藤　優治
140 中野　雪之丞 (後・ニセコ)

199
139 永原　創哉 (札・スネイルズ) 長澤　琉生 (紋・エレッズ雄武) 200

(釧・桜が丘) 198
138 赤塚　蓮介 (旭・エレッズ旭川) 川端 悠心 (滝・fine stars)

鈴木　快治 (江・大麻) 197
137 田中　秀樹 (岩・Topspin) 竹内　海斗
136 藤原　瑛冬 (江・新篠津)

195
135 武蔵 那智 (根・TEAM　成澤) 荘司　晃輝 (岩・Topspin) 196

(富・富良野西) 194
134 吉田　伊吹 (札・厚田学園) 横山　　遥 (十・南町)

老田　翔 (札・藻岩) 193
133 安藤  貴隆 (室・光陵) 佐々木　煌晟

132 林　奏仁 (後・共和)

191
131 及川 竜典 (苫・苫小牧ジュニア) 上原　佑葵 (北・相内クラブ) 192

(旭・旭川) 190
130 平山　丞 (網・網走第三) 横井　大河 (樽・菁園)

伊藤　祐貴 (札・日章) 189
129 干場　瑛太 (札・あいの里東) 坂田　　虎鉄

128 三林　奏斗 (釧・景雲)

187
127 松下　敬音 (函・五稜郭) 佐藤　勇稀弛 (後・寿都) 188

(十・足寄) 186
126 南　昊成 (富・富良野東) 伊東　和真 (札・星置)

川嶋 礼央 (根・標津少年団) 185
125 藤原　康太 (日・静内ジュニア) 辻本　雄吾
124 倉田　慎也 (十・共栄)


