
令和４年８月６日

飛騨高山ビッグアリーナ

Ａの敗者
柳原　由誠 Ａの敗者

金子洋之輔
A I

Ｂの敗者
大村　祐央 Ｂの敗者

渡邉　志音

Ｃの敗者
平岩　凌來

Ｃの敗者
若田咲太朗

Ｄの敗者
田中　陸斗

Ｄの敗者
中村　春貴

Ｅの敗者
杉嶋　　陸

Ｅの敗者
Ｆの敗者 山本幸之進
馬場　渓太

Ｆの敗者
Ｇの敗者 知野　亮平

D L

Ｈの敗者 Ｇの敗者
岩高　　蓮 寺林　彩斗

E M
Ｉの敗者 Ｈの敗者
金武　拓実 幅野　悠音

Ｊの敗者
間所　優心 Ｉの敗者

倉家　秀輔

Ｋの敗者
小笠原結羽 Ｊの敗者

板谷　虹月

Ｌの敗者
原　　優生 Ｋの敗者

松下　空雅

Ｍの敗者
小池　虹太

Ｌの敗者
細江　翔太

Ｎの敗者
H P 脇坂　吏輝

Ｍの敗者
Ｏの敗者 今井　勇馬
水口　絵採

Ｎの敗者
Ｐの敗者 山下　伊織
中村　賢叶

Ｏの敗者
古川　　昊

Ｐの敗者
今井　蓮喜

7
知野　亮平
倉家　秀輔

(古川中) 15
西田　健寿
中屋　堅翔

(中山中)

8
星野　葉太
清水　翔太

(ＨＳＣ)
（高山ｽﾎﾟ少）

16
丸岡　柊翔
清水　陸翔

(日枝中)

5
和仁　大貴
寺林　彩斗

(中山中) 13
細江　翔太
細江　大翔

(下呂中)

6
木村　亮太
若田　　輝

(日枝中) 14
秋月　星輝
足立　健介

(久々野中)

4
圓田　海翔
石田　飛翔

(清見中) 12
上口　　航
幅野　悠音

(古川中)

3
谷川　直優
細江　真翔

(下呂中) 11
板谷　虹月
山下　伊織

(中山中)

1
池田　星瑛
駒屋　　拓

(古川中)
（丹生川小）

9
水上　慧祐
中家　大悟

(丹生川中)

2 ｂｙｅ 10
松井　佑太
藤本虎太郎

(清見中)

40 池本　達海 (松倉中) 熊崎　広大 (竹原中)80

78

39 佐藤　汰一 (国府中) 清水　秀人 (中山中)79

38 中山　唯人 (日枝中) H P 籠戸　伊吹 (古川中)

36 谷川　直優 (下呂中) 村川　満時 (東山中)76

37 幅野　悠音 (古川中) 今井　蓮喜 (萩原南中)77

34 鈴木　そら (東山中) 太田　匠哉 (東山中)74

35 寺林　彩斗 (中山中) 古川　　昊 (松倉中)75

32 大久保透椰 (萩原南中) 松井　佑太 (清見中)72

33 G O 髙澤　壮太 (日枝中)73

30 木村　亮太 (日枝中) 宮前　大輝 (古川中)70

31 秋月　星輝 (久々野中) 藤本　夏輝 (国府中)71

68

29 奥田　千陽 (丹生川中) 下畑　隆盛 (国府中)69

28 田口　敦芽 (国府中) F N 細江　真翔 (下呂中)

26 知野　亮平 (古川中) 田口　大悟 (東山中)66

27 甲　琉來丸 (清見中) 山下　伊織 (中山中)67

24 上原　克輝 (日枝中) 今井　勇馬 (萩原南中)64

25 山本幸之進 (荘川中) 若田　悠行 (日枝中)65

22 牧野　大悟 (東山中) 上坂　　蓮 (下呂中)62

23 中屋　堅翔 (中山中) E M 根本　蒼介 (松倉中)63

20 石田　飛翔 (清見中) 細江　翔太 (下呂中)60

21 後藤　匠輝 (萩原南中) 高橋　佑和 (荘川中)61

58

19 中林　　司 (萩原南中) 清水　　翔 (東山中)59

18 下方天太朗 (日枝中) D L 長瀬　隆斗 (古川中)

16 都竹　敬登 (東山中) 圓田　海翔 (清見中)56

17 中村　春貴 (国府中) 山脇　　満 (国府中)57

14 若田咲太朗 (国府中) 廣田　皓己 (日枝中)54

15 種蔵　勇飛 (東山中) 西田　健寿 (中山中)55

12 丸山　依吹 (松倉中) 澤田　悠也 (国府中)52

13 上口　　航 (古川中) C K 松下　空雅 (久々野中)53

10 和仁　大貴 (中山中) 蜘手　一惺 (丹生川中)50

11 細江　大翔 (下呂中) 岩本　兼新 (東山中)51

48

9 足立　健介 (久々野中) 49

8 古田虎之介 (日枝中) B J 川端　慶介 (国府中)

6 藤垣　日向 (国府中) 清水　　翔 (東山中)46

7 渡邉　志音 (荘川中) 板谷　虹月 (中山中)47

4 森　　健太 (丹生川中) 上井　柾登 (松倉中)44

5 金子洋之輔 (萩原南中) 倉家　秀輔 (古川中)45

2 駒屋　幸也 (国府中) 藤本虎太郎 (清見中)42

3 島田　英弥 (東山中) A I 森本　啓雅 (萩原南中)43

1 池田　星瑛 (古川中) 丸岡　柊翔 (日枝中)41

2022年度全飛中学生卓球大会並びに全日本卓球選手権大会カデットの部飛騨地区予選

中学1年生以下男子シングルス 中学2年生以下男子シングルス
水上　慧祐 (丹生川中)29

2 柳原　由誠 (東山中) 金武　拓実

1 駒屋　　拓 (丹生川小)

(日枝中)30

萬中　壱太 (清見中) 橋場　隆心 (松倉中)31

4 大村　祐央 (松倉中) 間所　優心 (国府中)32

3

髙橋　悠也 (萩原南中)33

6 塚本　聖斗 (日枝中) 大洞　悠暉

5 坂地　宏太 (丹生川中)

(清見中)34
B J

7 大塚　　駿 (中山中) 大前　悠人 (東山中)35

8 細江　那直 (萩原南中) 田立　悠真 (久々野中)36

37

10 平岩　凌來 (丹生川中) 小笠原結羽

9

(松倉中)38
C K

11 林　　拓歩 (国府中) 坪根　理人 (清見中)39

12 田中　陸斗 (清見中) 原　　優生 (東山中)40

田上　翔晴 (丹生川中)41

14 若田　　輝 (日枝中) 星野　葉太

13 馬瀬戸　優希 (中山中)

(ＨＳＣ)42

15 清水　翔太 (高山スポ少) 中川　仁貴 (松倉中)43

16 杉嶋　　陸 (松倉中) 遠藤　レオ (日枝中)44

小池　虹太 (萩原南中)45

18 野首　僚佑 (日枝中) 新井　桜也

17 堺　　琉晟 (丹生川中)

(清見中)46

20 48
F N

19 長谷川晃志 (東山中) 藤原　蓮斗 (丹生川中)47

脇坂　吏輝 (白川郷学園)49

22 袈裟丸友希 (高山ビートル) 水口　絵採

21 馬場　渓太 (清見中)

(国府中)50

24 戸田　健太 (日枝中) 牛丸　隼人 (丹生川中)52
G O

23 石垣　天豪 (清見中)51

佐藤　巧都 (東山中)53

26 岩高　　蓮 (清見中) 宮本　煌己

25 瓜田　瑞智 (東山中)

(中山中)54

27 田中　　照 (国府中) 中村　賢叶 (国府中)55

中学男子ダブルス

28 中家　大悟 (丹生川中) 清水　陸翔 (日枝中)56



令和４年８月６日
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Ａの敗者 Ａの敗者
保木　　花 小林佳乃子

Ａ Ｉ Ｂの敗者 A I Ｂの敗者
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Ｉの敗者 Ｉの敗者
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Ｊの敗者 Ｊの敗者
菊地　　望 西野　愛理

Ｋの敗者 D L Ｋの敗者
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Ｍの敗者 E M Ｍの敗者
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Ｎの敗者 Ｎの敗者
Ｈ Ｐ 中沖　青葉 細江　佑衣

Ｏの敗者 Ｏの敗者
渡邉　碧美 古瀬　絢望

Ｐの敗者 Ｐの敗者
中野　紗希 岩田　真弥

星野　香乃 今井　　歩
伊藤　千穂 今井　紅華
金子　桃帆 武山　夕香
道脇　莉桜 洞口　明香
山本　莉子 西畠　美紀
古瀬　絢望 都竹皐千乃
細江　希衣 坂本　瑚杏
細江　佑衣 松井　友香
桑　　幸那 髙橋　怜花
田和　歩珠 青木　陽奈
滝本　ひな 松井　乃璃 (萩原北中)
谷村　美花 長瀬保奈実 (新宮ｸﾗﾌﾞ)

H P

4 (下呂中) 10 (松倉中)

5 (松倉中) 11 (下呂中)

6 (新宮ｸﾗﾌﾞ) 12

1 (萩原北中) 7 (萩原北中)

2 (松倉中) 8 (中山中)

3 (中山中) 9 (丹生川中)

28 竹中　彩葉 (日枝中) 今井　紅華 (萩原北中)56

2022年度全飛中学生卓球大会並びに全日本卓球選手権大会カデットの部飛騨地区予選

中学女子ダブルス

中学1年生以下女子シングルス 中学2年生以下女子シングルス

26 畑中　咲乃 (国府中) 青山いぶき (松倉中)54

27 桂川　弥夕 (下呂中) 岩田　真弥 (古川中)55

(白川郷学園)52

25 野口　未尋 (古川中) 今井さくら (日枝中)53

22 山本　莉子 (中山中) 古瀬　絢望 (中山中)50

23 ｂｙｅ ｂｙｅ51
G O

24 桑　　幸那 (松倉中) 枡田奈那美

21 山本　志帆 (東山中) 細江　佑衣 (下呂中)49

18 青木　陽奈 (下呂中) 志津馬明歩 (東山中)46

19 益田　彩雪 (日枝中) 栗本　琉菜 (日枝中)47
F N

20 ｂｙｅ

16 日野　絢菜 (日枝中) 上北　結菜 (日枝中)44

17 道脇　莉桜 (松倉中) 横山　柚夏 (国府中)45

ｂｙｅ48

14 山腰　菜月 (古川中) 北村亜理沙 (日枝中)42

15 西畠　美紀 (丹生川中) 金子　桃帆 (松倉中)43

12 武山　夕香 (中山中) 堤　瑠璃亜 (松倉中)40

13 下畑　沙來 (国府中) 髙橋　怜花 (下呂中)41

11 坂本　瑚杏 (松倉中) 照元　心菜 (荘川中)39

8 細江　希衣 (下呂中) 吉永　梨乃 (国府中)36

9 ｂｙｅ ｂｙｅ37
C K

10 柳瀬なつこ (日枝中) 柏﨑　　椿

ｂｙｅ34

7 山田多華美 (日枝中) 松井　友香 (松倉中)35

(日枝中)38

4 花田　涼夏 (中山中) 西野　愛理 (古川中)32

5 田和　歩珠 (松倉中) 都竹皐千乃 (丹生川中)33
B J

6 佐藤芙有佳 (古川中)

2 平田　彩花 (松倉中) 洞口　明香 (中山中)30

3 小林佳乃子 (日枝中) 高田　乃愛 (日枝中)31

1 長瀬保奈実 (新宮ｸﾗﾌﾞ) 谷村　美花 1 伊藤　千穂 (萩原北中) 今井　　歩 (萩原北中)29(新宮ｸﾗﾌﾞ)19

2 森下　小暖 (古川中) 横井　沙菜 (萩原南中)20

3 保木　　花 (松倉中) 仲條あゆか (松倉中)21

菊地　　望 (東山中)22

Ｂ Ｊ
5 大橋　里咲 (国府中)

4 岡崎　　雅 (萩原北中)

洞口　菜那 (松倉中)23

6 柿下　未来 (東山中) 北野　日陽 (古川中)24

Ｃ Ｋ
7 上坂　日莉 (松倉中) 横田　千遥 (国府中)25

8 中村　夏萌 (中山中) 橋本　　晏 (松倉中)26

Ｄ Ｌ
9 小林　磨依 (萩原南中) 清水　結菜 (高山ﾋﾞｰﾄﾙ)27

10 森下　花名 (松倉中) 滝本　ひな (新宮ｸﾗﾌﾞ)28

Ｅ Ｍ

11 堅田　結芽 (白川郷学園) 森下　真那 (国府中)29

12 山下　幸奈 (荘川中) 加藤　紗耶 (松倉中)30

Ｆ Ｎ
13 津田明香里 (丹生川中) 中沖　青葉 (萩原南中)31

14 池本　桜月 (松倉中) 渡邉　碧美 (中山中)32

Ｇ Ｏ
15 栂野　紗菜 (中山中) 阪本　莉瑚 (古川中)33

36

(松倉中)35

18 星野　香乃 (萩原北中) 松井　乃璃 (萩原北中)

16 杉田瑚々南 (東山中) 清水　結夏 (東山中)34

17 ｂｙｅ 中野　紗希


