
令和４年度 北海道卓球選手権大会(カデットの部)

令和４年９月３，４日

十勝よつ葉アリーナ

男子ダブルス

1-3

49

1 野原・浦崎 (旭・旭川)

16

鹿内・田中 (留・留萌モンスターズJr) 48

2 中村・佐藤 (釧・幣舞) 田部・渡邊 (富・富良野東)

須藤(虎)・永原 (札・スネイルズ) 51

3 川村・三浦 (札・札苗北) 中島・林 (千・千歳少年団)
1

5 猪股・北守 (札・手稲東)

50

4 田宮・友成 (北・北見クラブ)

三品・國枝 (十・翔陽) 52

6 向田・木村 (名・剣淵) 島・水瀬 (網・網走第三) 53

7 竹内・佐藤 (江・江別中央) 藤山・高橋 (函・東和クラブ・MCクラブ) 54

8 田中・武蔵 (根・TEAM 成澤) 毛馬内・村井
2

9 山本・北野 (札・北辰) 渕瀨・結城 (日・静内)

10 佐藤・藤田 (網・美幌北) 峯田・遠藤

(根・Glanz根室) 55

56

(札・新琴似) 57

11 加藤・今野 (十・札内東) 熊谷・中嶋 (江・とうべつ学園)

12 三浦・近田 (苫・北海道菊卓会) 髙橋・伊達

13 川原・佐藤 (十・翔陽) 小林・清水目
4

58

(旭・中央) 59

(十・音更) 60

14 谷・太島(知) (旭・エレッズ旭川) 坂田・田中 (旭・旭川) 61

15 北村（真）・篠谷 (札・スネイルズ) 井上・村上
5

16 村木・澤 (後・美国) 小川・西澤 (札・幌東)

17 蓬田・林 (千・恵庭・恵庭少年団)

(北・北見クラブ・瑞穂卓球) 62

63

荒谷・後藤 (苫・北海道菊卓会) 64

18 川端・加藤 (滝・fine stars) 乾辺・小田 (室・壮瞥) 65

19 前花・山口 (十・緑園) 市橋・上野 (千・千歳少年団) 66

小西・湯澤 (滝・fine stars)

20 柳剛・木村 (札・札幌ノースJr.) 田邉・武藤
6

(札・札幌) 69
7

(釧・幣舞) 67

21 花井・古川 (留・古丹別・苫前)

23 松浪・門前(星) (函・MCクラブ)

68

22 荘司（晃）・荘司（大） (岩・Topspin) 内村・渡邉

加藤・三品 (十・札内クラブ) 70

24 阿部・新津 (十・札内クラブ) 栗谷・大室 (後・スネイルズ・蘭越SC) 71

25 及川・山田 (苫・苫小牧ジュニア) 村上・島田 (北・北見クラブ) 72

26 近藤・竹森 (札・西野) 山口・杉永 (根・野付) 73
8

27 浅田・菊地 (千・恵庭恵明) 堀田・中川
9

28 入江・赤塚 (旭・旭川・エレッズ旭川) 長嶋・小林 (十・スマイルクラブ)

29 飯沼・宮下 (富・富良野東)

(室・桜蘭) 74

75

北村・佐沼 (函・MCクラブ) 76

30 門前（陽）・西田 (函・MCクラブ) 神原・渡辺 (札・Ping T) 77

31 光富・星野 (深・一已) 佐藤・高橋 (札・柏) 78

79

33 藤谷・相田 (日・平取) 旗手・支倉 (江・野幌クラブ・野幌JSC) 80

32

34 加藤・井上 (滝・啓成) 菅原・森井
11

(旭・旭川)濱岸・新岡 (札・卓球ラボミソノJ) 阿部・長谷川
10

(深・深川) 81

35 村田・藤原 (後・共和・余市西) 菊地・戸波 (後・仁木)

36 野口・弥富 (北・北見スクール) 渡邊・藤田

37 浅野・山崎 (函・本通) 倉田・小林
12

82

(苫・ノースチャンプ) 83

(十・音更共栄) 84

38 児玉・佐々木 (札・陵北) 川村・北田 (千・恵庭) 85

39 平・藤原 (釧・幣舞) 齋藤・春名
13

40 手嶋・長澤 (紋・雄武・エレッズ雄武) 奥野・吉田 (札・花川北・厚田学園)

41 曽我・川端 (十・翔陽)

(名・士別南) 86

87

内糸・菅原 (釧・釧路共栄) 88

42 加藤・山下 (室・伊達光陵) 伊藤・太島(悠)

43 伊藤・下田 (根・Glanz根室) 久保・田中 (岩・Topspin)

北野・櫻田 (江・新篠津) 金田一・三浦
14

(旭・エレッズ旭川) 89

90

(稚・香深) 91

乾・成田

45 中山・田中 (旭・北星)

44

(札・スネイルズ)

佐藤・小笠原 (紋・遠軽南) 92

46 吉根・池田 (十・帯広第一)
15

※赤数字はコート番号

94

(函・亀田) 93

47 田尻・須藤(福) (札・スネイルズ) 阿部・北村(虎)


