
平成26年度　東京選手権カデットの部　茨城県予選会

平成2７年1月25日

たつのこアリーナ

男子シングルス

小林　竜也 矢島　 　駿 高木　康輔 梅澤　颯 須田　一暉
小・流山アストロズ 西・下妻 南・谷田部東中 中・水戸四 東・鹿島 2-1
鈴木　駿吾 関　　大和 馬場　伊吹 石井　凌太
中・国田 北・秋山 西・境一 東・波崎四 1-1
小口　慧斗 菊地　統太 庄司　竜太朗 廣内祥汰郎 3-1
西・八千代東 南・取手二 中・大島 東・玉造
横山　翔 水谷　康平 有戸　慧夢 小野　航平
東・潮来二 南・下根中 西・古河二 中・東海南 2-2
秋山　航輝 関口　龍耶 黒田　真也 佐川　凌都
南・城ノ内中 西・下館南 北・泉丘 中・友部
木村　聡汰 尾嶋　輝 井上　雅登 田村　哲也
小・ファイターズ 中・水戸四 西・古河一 北・松岡 2-3
塙　真輝 村上　達哉 吉葉　貴則 井川　優成
東・鹿島 北・豊浦 中・笠間 南・小絹中 1-2
鈴木　皓貴 瀬尾　樹生 磯野　哲拓 内田　和希
北・泉丘 東・鹿野 中・勝田二 西・下妻 3-2
久保　和也 田中　草毅 大吉　雅也 小泉元希
小・東海クラブ 南・茗渓中 西・東部 中・山方 1-3
高橋　辰豪 大川　亮太 成田　拓未 助川　宏成
南・手代木中 東・潮来二 中・勝田一 小・ファイターズ 2-4
中村　浩也 近藤開太郎 木村     司 山下　玲於
中・田彦 南・並木中 西・総和 北・日高
鈴木　涼太 三宮　大翔 大﨑　庸之 鈴木　康成
北・磯原 中・大島 東・清真学園 西・境二 2-5
小林　龍雅 藤川　裕翔 竹部　　舜 野沢　龍昇
西・総和北 南・春日中 北・坂本 中・水戸四 1-4
田澤　幹生 高麗　　旬 坪松　　征 小嶺　充等 3-3
中・美和 南・下根中 小・つくば明光クラブ 東・鹿島
田口　翔也 佐藤　篤樹 小原　由伸 大倉　鷹太
小・那珂Ｖジュニア 西・関城 北・泉丘 中・勝田一 2-6
松土　文也 大島　諒馬 大嶋　優介 丸山　楓斗
中・水戸五 南・取手二 西・下館西 北・豊浦
中岫　　廉 鈴木  眞尋 島﨑　堅理　 寺門　知春
北・豊浦 西・総和 南・小絹中 中・赤塚 2-7
小口　悠斗 小林央二郎 山中　開理 平栗　史也
小・ＳＰＣジュニア 西・下妻 中・友部 北・泉丘
関根　悠貴 原田　恒大 岩山浩一朗 尾﨑　邦洋 3-4
西・岩瀬西 中・飯富 北・泉丘 東・波崎四 1-5
松川　幸希 中村　天音 岡崎岳人 石川　拓海
東・潮来二 北・駒王 中・笠間 西・下館南 2-8
菊池　隼登 横山　太一 徳永　昴音 吉金　大成
中・東海 北・峰山 南・並木中 西・古河一
山下　晃人 板橋　 　輝 奈治原聖貴 荒井　悠吾
小・つくば明光クラブ 西・下館南 北・豊浦 中・水戸四 2-9
赤尾　航士朗 髙田　立仁 渡辺　拓弥 岡田　優人
南・手代木中 中・友部 西・古河一 北・泉丘 1-6
田代　勇歩 小野　夢叶 中村　光希 山口　大河 3-5
北・日高 南・小絹中 中・笠間 西・下妻
黒須　航平 熊谷　凛 野村　 　基 鈴木　大成
東・潮来二 南・城ノ内中 西・結城 中・茨大附属 2-10
照沼　怜士 飯島　義之 野呂　航一郎 根本　真吾
中・東海南 西・下館南 南・竹園東 東・麻生
三村　悠斗 征矢龍之介 棯崎　佑斗 斉藤　裕輝
小・Ｏｖｅｒ Ｌｉｍｉｔ 北・泉丘 中・赤塚 西・三和 2-11
渡邉　颯太 齊藤　宏介 鈴木敬浩 内山　裕生
南・下根中 東・玉造 中・山方 西・下妻 1-7
生田目　智史 古川　陸空 服部　一宏 富田　恭生
中・飯富 北・豊浦 西・八千代東 中・常北 3-6
横瀬　智哉 武石　悠輔 入澤　志龍 石津　翔
西・下館南 中・勝田一 南・河内中 東・潮来二 1-8
伊藤　拓海 武子　朝哉 田上　久貴 髙木　裕太
中・田彦 北・水府 東・平井 南・取手二 2-12
出澤　秀佳 根本　龍斗 石川　稜大 杉山　恭平
北・泉丘 西・下妻 中・水戸四 南・谷田部東中
緑川　　倭 大瀬　寛朗 大津　宥翔 豊田　修太郎
北・磯原 南・下根中 小・球友クラブＪｒ 中・大島 2-13
中川碧 吉成　泰希 初見　潤紀 吉澤　龍也
南・豊里中 北・台原 西・坂東南 中・水戸四 1-9
村上　征慈 草野　貴幸 大久保諒一 石原　颯海
中・東海 東・潮来二 南・並木 小・糸賀クラブ 3-7
相川　翔馬 丹　駿太郎 町野　颯斗 大森拓実
小・藤代卓信会 北・日高 西・石下西 中・笠間 1-10
竹内　陽介 中川　裕登 海東　健伸 小堀　浩輝
北・泉丘 西・下妻 中・友部 東・鹿野 2-14
岡山　政伸 長谷澤将樹 山﨑　　 守 加倉井　光紀
中・美和 北・高萩 西・総和北 中・飯富
村越　康弘 小椋　準也 橘　啓介 大熊　琢斗
南・取手二 北・豊浦 中・桂 西・古河二 2-15
窪　太司郎 渡邊　大凱 佐藤　滉太 鈴木　　尚
小・日立大沼卓球 西・総和北 中・勝田一 北・常北
羽生　慶都 室伏　創 稲見　竜也 岡野　一輝 3-8
東・麻生 中・水戸四 西・八千代東 南・竹園東 1-11
板橋　知希 安保　利樹 石原　颯星 小山　裕樹
西・岩瀬西 北・峰山 東・鹿島 中・那珂四 2-16
平林　大青 齋藤　太一 荒井　唯吹 村上　裕紀 岡本　流星
中・田彦 小・つくば明光クラブ 北・泉丘 東・北浦 西・下館南
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女子シングルス
黒澤　香衣 横須賀亜恋 金丸　華蓮 柳下　　鈴
中・東海南 北・日高 西・総和北 南・並木 2-1
齋藤　百花 野路　麻裕 橋本　奈子 菊池真緒
北・中里 中・美野里 東・鹿島 南・下根 1-1
宮嶋　麗未 秋元みなみ 結束真有 深井菜々子
小・ひなクラブ 北・台原 南・豊里 西・下館西 3-1
中嶋　梨花 薗部　祐奈 原目未夢 伊藤 乃亜
南・竹園東 中･国田 東・麻生 北・秋山 1-2
鈴木南保華 岩部　寧花 吉永　帆花 内山　葉月
西・岩瀬東 南・藤代南 中・双葉台 北・泉丘 2-2
平塚　真歩 大沼　円香 内田　千聖 遠藤　朱音
北・磯原 中・勝田一 東・鹿野 西・古河二
三村　彩華 木村寿々美 髙松　千穂 髙野　知里
小・Ｏｖｅｒ Ｌｉｍｉｔ 北・高萩 西・明野 中・大島 2-3
金沢　彩香 鈴木　綾 鈴木　沙綾 笠原ひとみ
東・鉾田南 中・双葉台 西・総和北 北・十王 1-3
緑川　真未 相馬　可琳 中澤　里音 齋藤　裕佳
北・中郷 中・山方 西・関城 南・城西 3-2
伊藤　千彩 松丸　礼奈 石岡　青空 見持　里穂
西・下妻 中・田彦 北・久慈 小・水戸市スポ少 1-4
田島　　愛海 菊池真理子 加藤　芽依 飯村　綾
南・藤代 西・下館南 北・泉丘 中・岩間 2-4
大金　美稀 菊池　美紗 坂本　美夢 堀江　彩月
中・水戸四 南・並木 東・牛堀 西・下館西
折笠　若菜 青柳　美咲 伊藤　莉菜 杉本　　温
中・国田 南・小絹 西・結城南 北・十王 2-5
大貫　伶奈 髙栖夏菜 石川　優花 美留町夏美
北・久慈 南・豊里 西・八千代一 中・岩間 1-5
吉川　　舞 西野　由羽 長谷澤由香 日野　実幸
東・波崎四 中・東海南 北・高萩 南・取手二 3-3
會澤　榛夏 齋藤　彩織 石井もも香 石田  朱音
中・大宮 南・矢田部東 北・坂本 東・麻生 1-6
岩谷　胡桃 鈴木　由阿 瀬島　優里 石井　みほ
東・平井 西・千代川 小・ＳＰＣジュニア 中・生瀬 2-6
上島　優理 長尾　百華 植田　梨央 木之内　希美
南・藤代南 北・河原子 中・那珂一 東・鹿島
新治　愁菜 中里  彩香 杉山　葵 森島　綾乃
小・東海クラブ 西・結城南 南・河内 中・山方 2-7
大谷　遼海 野田 彩乃 鬼沢ワサナ 大木　愛実
中・茨大付属 北・泉丘 西・下館西 南・城ノ内 1-7
森田　有香 青木絵里香 軍司　香南 竹ノ下里奈
東・鹿島 西・境一 中・双葉台 北・中郷 3-4
綾部　紗也 細田瑠那 鈴木　七海 照沼　花菜
西・総和北 南・下根 北・台原 中・国田 1-8
迫田　悠里 内山奈津子 星野萌々果 伊藤　未歩
南・並木 西・下妻 東・鉾田北 北・久慈 2-8
塚田まどか 染谷　采花 佐藤　綾奈 入江　優花
北・高萩 西・境一 南・城西 中・笠間
米満真奈美 菊池　咲季 　青木　萌花 沼田実奈美
南・中根台 西・下館南 中・国田 北・中郷 2-9
大川菜々美 永井　茜 佐藤　洋美 新治　舞羽
東・鹿野 南・竹園東 北・里美 小・東海クラブ 1-9
瀬﨑　春花 町田　彩香 稲見　愛理 佐藤　花音
西・下館西 北・河原子 中・水戸四 南・取手二 3-5
白井　里奈 安田　早希 滑川　梨紗 川﨑　莉奈
小・谷和原クラブ 西・大和 北・久慈 中・岩間 1-10
橋本　瑞希 市木　梓沙 桝田　有那 小池 妃菜
東・牛堀 南・並木 小・藤代卓信会 北・泉丘 2-10
茅根明日香 小竹みのり 三瓶　千鶴 玉根　麻衣
北・太田北 西・千代川 中・東海南 南・下稲吉
折笠　瑞希 西堀　由希 飯田 実来 高津戸愛莉
小・Ｏｖｅｒ Ｌｉｍｉｔ 中・岩間 北・峰山 西・三和 2-11
鈴木　文乃 藤由　麻有 嶋﨑　　唯 長山　優衣
西・関城 南・城西 北・台原 中・双葉台 1-11
四倉　鈴 水越　美裕 横山　真夕 祖父江智子
中・大宮 西・下館南 北・十王 南・下根 3-6
前田　知里 藤崎　綾乃 櫛田　さくら 萩庭　由奈
南・藤代南 東・鹿島 中・田彦 北・高萩 1-12
黒澤　彩花 河野　真菜佳 富田あかり 小日向夏海
西・東部 中・山方 北・駒王 南・豊里 2-12
須黒のどか 小礒　ももか 塚田　愛理 廣原　侑香
北・久慈 南・城ノ内 西・総和北 中・常北
乳井　愛佳 防村　美樹 田尻　桃華 親見　千紘
中・東海南 東・波崎四 南・下根 北・台原 2-13
市川　結己 飯田　結香 栗田　茉奈 大友　涼夏
南・大穂 中・岩間 東・鹿島 北・久慈 1-13
倉持　奈穂 和田　綾香 小室　涼夏 本田　未来
小・藤代卓信会 中・国田 北・十王 西・境一 3-7
佐藤　幸美 谷貝　　恵 平紅葉 越川　美景
中・美和 西・関城 南・豊里 東・麻生 1-14
塚越　音桜 石　　彩香 佐藤　歩果 梶山　詩帆
西・下館西 北・磯原 南・藤代南 中・双葉台 2-14
星野　英恵 廣井　裕香 峯　 ももか 立原　優樹
北・泉丘 南・小絹 西・総和北 中・田彦
樫村　朱里 宮本　佳奈 鈴木　真央 岩田　真由
小・Ｏｖｅｒ Ｌｉｍｉｔ 東・鹿島 中・双葉台 西・結城南 2-15
小川　莉奈 嵐　　萌美 藤本　雛子 田口 葵
東・鉾田南 南・石岡 西・下妻 北・泉丘 1-15
相澤　瑞穂 内田　遥 井原　美晴 三橋　優梨
西・関城 中・笠間 南・並木 北・高萩 3-8
高橋　栞音 緑川　沙弥佳 土井　優花 佐藤美久音
南・土浦三 中・水戸四 西・下館西 北・日高 1-16
藤村　麻由 村川 彩織 長宮　友香 新井すずか
中・見川 北・久慈 南・取手二 西・総和南 2-16
糸賀　華菜 石川　杏実花 遠藤　花音 小島　夕奈
東・平井 中・国田 北・中郷 西・明野
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