
関東高校卓球大会県予選会 推薦出場選手・学校一覧

明秀学園日立高等学校
日立北高等学校

日立商業高等学校

坪　松　　征　　3年
大　貫　尚　哉　2年

明秀学園日立高等学校
薗　部　美　咲　3年
笠　井　　澪　　2年

日立第一高等学校

助　川　宏　成　3年
清　水　咲　汰　3年

明秀学園日立高等学校
塩　田　結　凪　3年
畑　崎　　舞　　2年

明秀学園日立高等学校

石　井　晴　夏　3年
髙　島　琉　平　3年

明秀学園日立高等学校
小　橋　彩莉咲　2年
砥　綿　愛　美　2年

明秀学園日立高等学校

江　幡　遥　翔　2年
荻　津　圭　介　2年

明秀学園日立高等学校
上　島　かりん　3年
尾　崎　七　海　2年

明秀学園日立高等学校

牧　野　杏　梨　3年
與　澤　千　楓　3年

明秀学園日立高等学校

(明秀学園日立高等学校)

坪　松　　征　　3年 明秀学園日立高等学校 薗　部　美　咲　3年 日立第一高等学校
助　川　宏　成　3年 明秀学園日立高等学校 尾　崎　七　海　2年 明秀学園日立高等学校
大　貫　尚　哉　2年 明秀学園日立高等学校 畑　崎　　舞　　2年 明秀学園日立高等学校
井　田　啓　太　1年 明秀学園日立高等学校 小　橋　彩莉咲　2年 明秀学園日立高等学校
江　幡　遥　翔　2年 明秀学園日立高等学校 塩　田　結　凪　3年 明秀学園日立高等学校
清　水　咲　汰　3年 明秀学園日立高等学校 笠　井　　澪　　2年 日立第一高等学校
荻　津　圭　介　2年 明秀学園日立高等学校 上　島　かりん　3年 明秀学園日立高等学校
髙　島　琉　平　3年 明秀学園日立高等学校 栗　山　美　紀　1年 明秀学園日立高等学校
山　崎　祐　季　1年 明秀学園日立高等学校 砥　綿　愛　美　2年 明秀学園日立高等学校
石　井　晴　夏　3年 明秀学園日立高等学校 岩　間　海　音　2年 明秀学園日立高等学校
駒　井　安　芸　1年 明秀学園日立高等学校 茅　根　明日香　３年

小　野　日花里　２年 (明秀学園日立高等学校)

日立第一高等学校

日立商業高等学校

大　平　智　暉
茂　垣　賢　吾

小　橋　彩莉咲
砥　綿　愛　美

荻　津　圭　介

尾　崎　七　海 明秀学園日立高等学校

令和４年度

男子学校対抗 女子学校対抗

女子ダブルス男子ダブルス

明秀学園日立高等学校
日立第一高等学校

男子シングルス優勝

女子シングルス優勝

女子シングルス

全国高校総体(卓球)県北地区予選会

令和３年度 全国高校総体(卓球)県北地区予選会 成績一覧

男子シングルス

男子学校対抗優勝

女子学校対抗優勝

男子ダブルス優勝

女子ダブルス優勝

日立北高等学校

明秀学園日立高等学校

明秀学園日立高等学校

令和４年５月27日(金) 学校対抗、ダブルス

28日(土) ダブルス、シングルス

会場：日立製作所日立体育館



２位から４位は得失マッチ率による

令和４年度全国高校総体(卓球)県北地区予選会

令和４年５月27日

日立製作所日立体育館

女子学校対抗

決勝リーグ 多　　賀 日 立 北 日立第二 磯原郷英 勝　敗 順　位

１－２ 3/4４　位

4/3

4/4

１－２ ２　位

３－０ １　位

０－３ ２－３ ３－１

2 日 立 北
○ ×

× ○
1 多　　賀

×

３－０ ２－３ １－３

×

3 日立第二
○ ○

３－２ ３－２ ３－１

○

※　上位４校が県大会出場

4 磯原郷英
× ○ ×

１－２ ３　位
１－３ ３－１ １－３

終了時間 １３：１０ 　③　残り試合

【試合順序】

開始時間 　９：１０ 　①　１－４，２－３

　②　①の勝者ー①の敗者



令和４年度全国高校総体(卓球)県北地区予選会

令和４年５月27日

日立製作所日立体育館

1
岩　間　海　音　2年
大　橋　心　結　1年

(明秀学)

2
稲　葉　真　歩　3年
近　野　優　里　3年

(多　賀)

3
大　森　ひなの　3年
野　末　あかり　3年

(日立一)

4
長谷川　陽　菜　3年
武　田　　桜　　3年

(磯郷英)

5
茅　根　心　優　3年
生田目　咲　穂　3年

(日立商)

6
猪　狩　萌々羽　3年
滑　川　小　梅　2年

(太田一)

7
安　嶋　穂乃花　3年
高　嶋　美　空　2年

(日立商)

8
今　藤　若　菜　2年
中　郡　結　良　2年

(明秀学)

9
遠　藤　あすか　3年
三　瓶　　華　　1年

(日立北)

10
鈴　木　春　香　3年
沼　田　成　美　3年

(多　賀)

11
小　野　優　空　1年
鈴　木　柚　那　1年

(日立一)

※１・２位、４・５位は直接対決による

12
鈴　木　あ　み　2年
深　谷　　結　　2年

(日立商)

13
植　田　利　恵　1年
佐　川　穂　花　1年

(明秀学)

14
和　田　梨　沙　1年
櫻　井　友　菜　1年

(日立一)

15
大　野　心々美　3年
小　林　李　菜　3年

(明秀学)

16
金　澤　さくら　3年
𠮷　村　寧々花　3年

(太西山)

17
伊　藤　宵　花　1年
小　針　夕　葵　1年

(日立商)

18
栗　山　美　紀　1年
髙　野　明　里　1年

(明秀学)

19
三　國　舞　桜　2年
佐　野　琴　織　2年

(日立一)

20
黒　澤　玲　奈　3年
野　口　麻　帆　3年

(日立二)

21
大　串　美　紅　3年
鈴　木　実　咲　3年

(日立商)

22
平　澤　沓　来　1年
越　川　優々歌　1年

(多　賀)

23
鈴　木　里　実　1年
緑　川　桜　子　1年

(日立北)

※２・３位、４・５位は直接対決による

５人リーグ試合順

① １－５(審判３)　　② ２－４(審判３)　　③ ３－５(審判２)　　④ １ー４(審判２)　　⑤ ２－３(審判１)

⑥ ４－５(審判１)　　⑦ １－３(審判４)　　⑧ ２－５(審判４)　　⑨ ３－４(審判５)　　⑩ １－２(審判５)

６人リーグ試合順

① １－６(審判４)　　② ２－５(審判４)　　③ ３－４(審判２)　　④ １ー５(審判２)　　⑤ ４－６(審判１)

⑥ ２－３(審判１)　　⑦ １－４(審判６)　　⑧ ５－３(審判６)　　⑨ ６－２(審判５)　　⑩ １－３(審判５)

⑪ ２－４(審判３)　　⑫ ５－６(審判３)　　⑬ １－２(審判４)　　⑭ ３－６(審判４)　　⑮ ４－５(審判２)

※　上位１０組が県大会出場

０－５ ６　位

０－３ ３－２ １－３ ０－３ ３－１ ２－３ ５　位

０－３ ０－３ ０－３ ０－３ １－３

０－３ ０－３ ３－０ ３－０ ３－０ ３－２ ３　位

０－３ １－３ ０－３ ３－０ ３－１

２－３ ３－１ ３－０ ３－０ ２－３ ３－２ ２　位

２－３ ４　位

順　位

３－２ ３－０ ３－０ ３－０ ３－０ ５－０ １　位

Ｄリーグ 明秀学 日立一 日立二 日立商 多　賀

１－４ ５　位

０－３ １－３ １－３ １－３ ０－３ ０－５ ６　位

１－３ １－３ ０－３ １－３ ３－０

日立北 勝　敗

０－３ ３－０ ３－１ ３－１ ３－１ ４－１ ２　位

０－３ ２－３ １－３ ３－０ ３－１

１－３ ３－２ ０－３ ３－１ ３－１ ３－２ ３　位

２－３ ４　位

順　位

３－１ ３－０ ３－０ ３－１ ３－０ ５－０ １　位

Ｃリーグ 日立商 明秀学 日立一 明秀学 太西山

０－５ ６　位

３－０ ３－０ ２－３ ３－１ ３－０ ４－１ １　位

１－３ ０－３ ０－３ ０－３ ０－３

日立商 勝　敗

０－３ ０－３ ３－２ ３－０ １－３ ２－３ ５　位

３－０ ０－３ ２－３ ３－０ ３－２

３－０ ３－０ ３－０ ３－０ ０－３ ４－１ ２　位

３－２ ３　位

順　位

０－３ ０－３ ３－０ ３－１ ０－３ ２－３ ４　位

Ｂリーグ 太田一 日立商 明秀学 日立北 多　賀

４　位

１－３
W
W/O

３－２ ３－０ ３－１ ２　位

０－３
W
W/O

０－３ ０－３ １－３

日立一 勝　敗

５　位

２－３
W
W/O

３－０ ２－３ ２－２ ３　位

L
W/O

L
W/O

L
W/O

L
W/O

０－４

順　位

W
W/O

３－２ ３－０ ３－１ ４－０ １　位

女子ダブルス　予選リーグ 試合時間　１３：２５～１７：４０

Ａリーグ 明秀学 多賀 日立一 磯郷英 日立商 勝　敗



令和４年度全国高校総体(卓球)県北地区予選会

令和４年５月28日

日立製作所日立体育館

女子ダブルス　決勝トーナメント

女子ダブルス　３位決定戦

女子ダブルス　３位トーナメント

開始時間

　９：１５

終了時間

１０：３５

女子シングルス　敗者復活トーナメント

開始時間

１４：４５

終了時間

１５：３５

2-15
敗者

2-8
敗者 平　澤　沓　来　1年 (多　賀) 越　川　優々歌　1年 (多　賀)

2-16
敗者

2-7
敗者 大　串　美　紅　3年 (日立商) 鈴　木　柚　那　1年 (日立一)

2-13
敗者

2-6
敗者 櫻　井　友　菜　1年 (日立一) 三　國　舞　桜　2年 (日立一)

2-14
敗者

2-5
敗者 中　郡　結　良　2年 (明秀学) 小　林　李　菜　3年 (明秀学)

2-11
敗者

2-4
敗者

遠　藤　あすか　3年 (日立北) 石　井　瑠　唯　2年 (日立二)
2-12
敗者

2-3
敗者 茅　根　心　優　3年 (日立商) 川　上　向日葵　1年 (高清松)

2-9
敗者

2-2
敗者 鈴　木　実　咲　3年 (日立商) 猪　狩　友莉愛　1年 (太田一)

2-10
敗者

2-1
敗者 緑　川　桜　子　1年 (日立北) 小　野　優　空　1年 (日立一)

Ｃ3位
植　田　利　恵　1年
佐　川　穂　花　1年

(明秀学)

Ｄ3位
大　串　美　紅　3年
鈴　木　実　咲　3年

(日立商)

Ａ3位
大　森　ひなの　3年
野　末　あかり　3年

(日立一)

Ｂ3位
今　藤　若　菜　2年
中　郡　結　良　2年

(明秀学)

Ｂ1位
小　野　優　空　1年
鈴　木　柚　那　1年

(日立一)

Ｃ1位
鈴　木　あ　み　2年
深　谷　　結　　2年

(日立商)

Ｃ1位
鈴　木　あ　み　2年
深　谷　　結　　2年

(日立商)

Ｄ1位
栗　山　美　紀　1年
髙　野　明　里　1年

(明秀学)

Ｂ1位
小　野　優　空　1年
鈴　木　柚　那　1年

(日立一)

Ａ1位
岩　間　海　音　2年
大　橋　心　結　1年

(明秀学)



令和４年度全国高校総体(卓球)県北地区予選会

令和４年５月28日

日立製作所日立体育館

女子シングルス

44 今　藤　若　菜　2年 (明秀学) 試合終了 １５：５０

※　上位２０人が県大会出場

58

植　田　利　恵　1年 (明秀学) 59

３位決定戦
試合開始 　９：４５

29 髙　野　明　里　1年 (明秀学)

29 髙　野　明　里　1年 (明秀学) 栗　原　莉　音　3年 (日立二)

56

28 三　瓶　　華　　1年 (日立北) 越　川　優々歌　1年 (多　賀) 57

27 平　澤　沓　来　1年 (多　賀) 高　嶋　美　空　2年 (日立商)

54

26 大　串　美　紅　3年 (日立商) 佐久間　美　咲　3年 (太西山) 55

25 野　口　麻　帆　3年 (日立二) 長谷川　陽　菜　3年 (磯郷英)

52

24 深　谷　夏　音　1年 (高清松) 鈴　木　柚　那　1年 (日立一) 53

23 野　末　あかり　3年 (日立一) 佐　川　穂　花　1年 (明秀学)

50

22 𠮷　村　寧々花　3年 (太西山) 小　林　遥　香　1年 (日立北) 51

21 大　野　心々美　3年 (明秀学) 三　國　舞　桜　2年 (日立一)

48

20 生田目　咲　穂　3年 (日立商) 近　野　優　里　3年 (多　賀) 49

19 櫻　井　友　菜　1年 (日立一) 小　林　李　菜　3年 (明秀学)

46

18 助　川　心　美　1年 (磯郷英) 猪　狩　萌々羽　3年 (太田一) 47

17 中　郡　結　良　2年 (明秀学) 和　田　梨　沙　1年 (日立一)

44

16 鈴　木　あ　み　2年 (日立商) 深　谷　　結　　2年 (日立商) 45

15 與　澤　千　楓　3年 (明秀学) 今　藤　若　菜　2年 (明秀学)

42

14 小　針　夕　葵　1年 (日立商) 伊　藤　宵　花　1年 (日立商) 43

13 鈴　木　春　香　3年 (多　賀) 石　井　瑠　唯　2年 (日立二)

40

12 遠　藤　あすか　3年 (日立北) 鈴　木　里　実　1年 (日立北) 41

11 茅　根　心　優　3年 (日立商) 川　上　向日葵　1年 (高清松)

38

10 渡　邊　琉　衣　3年 (日立二) 稲　葉　真　歩　3年 (多　賀) 39

9 　椿　　真　緒　1年 (日立一) 後　藤　美　羽　1年 (日立商)

36

8 滑　川　小　梅　2年 (太田一) 大　森　ひなの　3年 (日立一) 37

7 佐　野　琴　織　2年 (日立一) 牧　野　杏　梨　3年 (明秀学)

34

6 沼　田　成　美　3年 (多　賀) 黒　澤　玲　奈　3年 (日立二) 35

5 立子山　静　奈　3年 (磯郷英) 武　田　　桜　　3年 (磯郷英)

32

4 鈴　木　実　咲　3年 (日立商) 猪　狩　友莉愛　1年 (太田一) 33

3 石　井　莉　央　3年 (日立二) 金　澤　さくら　3年 (太西山)

30

2 緑　川　桜　子　1年 (日立北) 小　野　優　空　1年 (日立一) 31

1 大　橋　心　結　1年 (明秀学) 安　嶋　穂乃花　3年 (日立商)



A1 B1 　②　①の勝者－①の敗者

　③　残りの試合

A2 B2

　③　残りの試合

令和４年度全国高校総体(卓球)県北地区予選会

令和４年５月27日

日立製作所日立体育館

男子学校対抗

予選Ａリーグ 日立商業 日立第一 磯原郷英 勝　敗 順　位

３－０ ３－１

3 磯原郷英
× ×

２　位
０－３ ３－１

2 日立第一
○ ○

２－０ １　位

1 日立商業
× ○

１－１

０－２ ３　位
１－３ １－３

予選Ｂリーグ 太田第一 科技日立 多　　賀 日立工業 勝　敗 順　位

4 太田第一
× × ×

０－３ ４　位
１ー３

6 多　　賀
○ ○

１－３ １－３

5 科技日立
○ × ○

○
３－０ １　位

３－１ ３－０ ３－１

２－１ ２　位
３－１ ０－３ ３－２

決勝 【試合順序・４チームリーグ】

　①　１－４，２－３

日立第一 １－３ 多　　賀

１－２ ３　位
３－１ ２－３ １－３

※　上位４校が県大会出場

7 日立工業
○ × ×

３位決定戦 【試合順序・３チームリーグ】

　①　２－３

日立商業 ３ー２ 科技日立 　②　１－①の敗者

開始時間 　９：１０

終了時間  １５：１０



令和４年度全国高校総体(卓球)県北地区予選会

令和４年５月27日、28日

日立製作所日立体育館

男子ダブルス

※　上位８組が県大会出場

30
森　田　悠　斗　1年
皆　川　優　牙　1年

(明秀学) ２日目 　９：１５～１１：４０

58

太　田　直　利　2年
駒　井　安　芸　1年

(明秀学) 59

３位決定戦
１日目 １５：２０～１７：３５

16
壹　岐　佑　也　3年
中　言　和　希　3年

(日立商)

29
江　連　祐　貴　3年
濵　野　蒼　真　3年

(多　賀)
鈴　木　優　斗　1年
割　貝　拓　海　1年

(多　賀)

56

28
丸　山　　慧　　1年
竹　林　正　太　1年

(太田一)
八　島　稜　梧　1年
大　谷　海　翔　2年

(日立工) 57

27
　郡　　健　心　2年
渋　谷　凌　央　2年

(日立一)
山　形　康　介　3年
佐久間　康　司　3年

(科　技)

54

26
北　村　隆　成　3年
齋　藤　　駿　　3年

(日立北)
安　藤　太　一　2年
湯　澤　秀　太　1年

(日立一) 55

25
鈴　木　貴　憲　2年
岩　間　陽　輝　1年

(日立工)
樫　村　武　尊　3年
山　形　和　斗　3年

(日立北)

52

24
髙　島　　心　　3年
五月女　啓　吾　3年

(磯郷英)
加　我　璃　人　1年
　縮　　尚　樹　1年

(太田一) 53

23
佐　藤　瑛　史　1年
原　田　陽　大　1年

(科　技)
堀　部　航　平　3年
平　根　功　貴　3年

(日立一)

50

22
高　橋　雄　大　3年
山野辺　伯　斗　3年

(日立工)
益　子　雄　晴　3年
樫　村　　颯　　3年

(日立工) 51

21
海　津　悠　斗　1年
掛　札　啓　太　1年

(日立北)
増　田　東　威　2年
　森　　翔　真　2年

(多　賀)

48

20
志　田　健　竜　2年
富　永　誠　也　2年

(太田一)
西　野　宏　祐　3年
岩　間　蒼　生　3年

(太田一) 49

19
石　井　智　也　2年
西野ジェイミー　2年

(多　賀)
安　部　晴　翔　1年
和　田　京　介　1年

(日立商)

46

18
馬　目　　晴　　3年
吉　岡　悠　人　1年

(日立一)
八木橋　耀　星　2年
大　貫　友　寛　2年

(日立北) 47

17
佐　藤　海　斗　1年
関　根　慈　紀　1年

(科　技)
本　多　啓　斗　1年
菊　地　哲　平　1年

(多　賀)

44

16
壹　岐　佑　也　3年
中　言　和　希　3年

(日立商)
新　田　　悠　　2年
桒　原　晴　人　1年

(科　技) 45

15
遠　藤　太　智　2年
亀　井　亮太朗　2年

(日立北)
助　川　裕　征　2年
古　寺　　隼　　1年

(日立北)

42

14
鈴　木　駿　介　2年
川　﨑　迅　翔　1年

(日立工)
川　又　伊　吹　1年
鈴　木　侑　真　1年

(太田一) 43

13
小　宅　大　也　3年
中　村　　颯　　3年

(多　賀)
阿久津　颯　馬　1年
根　本　　讓　　2年

(多　賀)

40

12
木　村　敦　也　1年
吉　原　滉　太　1年

(太田一)
渡　邊　音　和　3年
緑　川　　颯　　1年

(日立工) 41

11
橋　本　郁　人　3年
榎　本　京　祐　3年

(日立一)
長　山　瑛　音　2年
中　山　拓　哉　2年

(日立一)

38

10
小　原　諒　汰　2年
鎌　田　晃　広　2年

(日立商)
天　野　颯　海　2年
川　﨑　聡　太　1年

(科　技) 39

9
西　野　拓　斗　3年
佐　多　純　弥　3年

(多　賀)
堀　籠　将　矢　3年
石　井　太　陽　3年

(日立商)

36

8
高　橋　晃　人　3年
柳　沼　篤　志　3年

(科　技)
髙　野　倭　人　2年
宮　内　優　太　2年

(多　賀) 37

7
磯　崎　　賢　　3年
平　根　拓　海　2年

(太西山)
関　根　大　翔　3年
中　條　大　吉　2年

(科　技)

34

6
西　行　晄　介　1年
大　嶋　康　太　1年

(日立一)
葛　西　陸　來　1年
大　森　翔　太　1年

(太西山) 35

5
早　川　伶　歩　2年
小　池　俊　輔　2年

(日立工)
　菅　　孝太朗　2年
敦　賀　太　一　1年

(日立一)

32

4
渡　邊　洸　斗　1年
德　永　羽　瑠　1年

(日立商)
佐々木　勇　人　2年
早　田　伊　織　2年

(多　賀) 33

3
石　井　遥　陽　2年
田　久　　真　　1年

(科　技)
渋　原　優　人　1年
根目沢　康　生　2年

(日立北)

30

2
福　田　一　樹　1年
皆　川　倭　人　1年

(多　賀)
上遠野　優　仁　2年
　林　　秀　優　2年

(日立商) 31

1
山　崎　祐　季　1年
井　田　啓　太　1年

(明秀学)
森　田　悠　斗　1年
皆　川　優　牙　1年

(明秀学)



令和４年度全国高校総体(卓球)県北地区予選会

令和４年５月28日

日立製作所日立体育館

男子シングルス (1)

66 亀　井　亮太朗　2年 (日立北) 試合時間 　９：１５～１６：１５

※　上位１６人が県大会出場

33 増　田　東　威　2年 (多　賀)

決勝

1 皆　川　優　牙　1年 (明秀学)

64

32 佐　藤　瑛　史　1年 (科　技) 吉　岡　悠　人　1年 (日立一) 65

31 敦　賀　太　一　1年 (日立一) 竹　林　正　太　1年 (太田一)

62

30 渡　邊　音　和　3年 (日立工) 川　﨑　迅　翔　1年 (日立工) 63

29 　縮　　尚　樹　1年 (太田一) 鈴　木　優　斗　1年 (多　賀)

60

28 早　田　伊　織　2年 (多　賀) 渋　原　優　人　1年 (日立北) 61

27 桒　原　晴　人　1年 (科　技) 島　田　　叶　　1年 (明秀学)

58

26 齋　藤　　駿　　3年 (日立北) 山　形　康　介　3年 (科　技) 59

25 岩　間　蒼　生　3年 (太田一) 吉　岡　晃　汰　1年 (高清松)

56

24 石　井　遥　陽　2年 (科　技) 高　橋　晃　人　3年 (科　技) 57

23 湯　澤　秀　太　1年 (日立一) 佐　多　純　弥　3年 (多　賀)

54

22 髙　野　倭　人　2年 (多　賀) 榎　本　京　祐　3年 (日立一) 55

21 髙　橋　龍美二　1年 (磯郷英) 磯　崎　　賢　　3年 (太西山)

52

20 安　部　晴　翔　1年 (日立商) 本　多　啓　斗　1年 (多　賀) 53

19 八　島　稜　梧　1年 (日立工) 小　池　俊　輔　2年 (日立工)

50

18 助　川　裕　征　2年 (日立北) 鈴　木　侑　真　1年 (太田一) 51

17 益　子　雄　晴　3年 (日立工) 石　井　太　陽　3年 (日立商)

48

16 海　津　悠　斗　1年 (日立北) 遠　藤　太　智　2年 (日立北) 49

15 小　宅　大　也　3年 (多　賀) 福　田　一　樹　1年 (多　賀)

46

14 伊　師　快　音　1年 (高清松) 西　行　晄　介　1年 (日立一) 47

13 天　野　颯　海　2年 (科　技) 渡　邊　洸　斗　1年 (日立商)

44

12 中　村　　颯　　3年 (多　賀) 山野辺　伯　斗　3年 (日立工) 45

11 和　田　京　介　1年 (日立商) 関　根　大　翔　3年 (科　技)

42

10 堀　部　航　平　3年 (日立一) 長　山　瑛　音　2年 (日立一) 43

9 中　山　拓　哉　2年 (日立一) 菊　地　哲　平　1年 (多　賀)

40

8 川　﨑　聡　太　1年 (科　技) 五月女　啓　吾　3年 (磯郷英) 41

7 佐々木　勇　人　2年 (多　賀) 内　田　和　成　3年 (多　賀)

38

6 鎌　田　晃　広　2年 (日立商) 早　川　伶　歩　2年 (日立工) 39

5 葛　西　陸　來　1年 (太西山) 志　田　健　竜　2年 (太田一)

36

4 加　我　璃　人　1年 (太田一) 德　永　羽　瑠　1年 (日立商) 37

3 鈴　木　光　輝　1年 (多　賀) 北　村　隆　成　3年 (日立北)

34

2 根目沢　康　生　2年 (日立北) 仁　平　旺　河　1年 (高清松) 35

1 皆　川　優　牙　1年 (明秀学) 新　田　　悠　　2年 (科　技)



令和４年度全国高校総体(卓球)県北地区予選会

令和４年５月28日

日立製作所日立体育館

男子シングルス (2)

※　上位１６人が県大会出場

３位決定戦

34 新　田　　悠　　2年 (科　技)

129 太　田　直　利　2年 (明秀学) 試合時間 　９：１５～１６：１５

128

97 森　田　悠　斗　1年 (明秀学) 太　田　直　利　2年 (明秀学) 129

96 大　嶋　康　太　1年 (日立一) 大　谷　海　翔　2年 (日立工)

126

95 鈴　木　貴　憲　2年 (日立工) 会　沢　陽　悠　1年 (日立商) 127

94 佐　藤　海　斗　1年 (科　技) 丸　山　　慧　　1年 (太田一)

124

93 西野ジェイミー　2年 (多　賀) 掛　札　啓　太　1年 (日立北) 125

92 八木橋　耀　星　2年 (日立北) 佐久間　康　司　3年 (科　技)

122

91 大　森　翔　太　1年 (太西山) 渋　谷　凌　央　2年 (日立一) 123

90 木　村　敦　也　1年 (太田一) 阿久津　颯　馬　1年 (多　賀)

120

89 根　本　　讓　　2年 (多　賀) 中　言　和　希　3年 (日立商) 121

88 川　又　伊　吹　1年 (太田一) 　郡　　健　心　2年 (日立一)

118

87 田　久　　真　　1年 (科　技) 髙　島　　心　　3年 (磯郷英) 119

86 高　橋　雄　大　3年 (日立工) 石　井　智　也　2年 (多　賀)

116

85 吉　田　一　稀　1年 (高清松) 宮　内　優　太　2年 (多　賀) 117

84 馬　目　　晴　　3年 (日立一) 岩　間　陽　輝　1年 (日立工)

114

83 皆　川　倭　人　1年 (多　賀) 鈴　木　啓　太　1年 (科　技) 115

82 壹　岐　佑　也　3年 (日立商) 樫　村　武　尊　3年 (日立北)

112

81 　森　　翔　真　2年 (多　賀) 柳　沼　篤　志　3年 (科　技) 113

80 上遠野　優　仁　2年 (日立商) 　菅　　孝太朗　2年 (日立一)

110

79 橋　本　郁　人　3年 (日立一) 名　倉　悠　斗　2年 (多　賀) 111

78 古　寺　　隼　　1年 (日立北) 平　根　拓　海　2年 (太西山)

108

77 中　條　大　吉　2年 (科　技) 堀　籠　将　矢　3年 (日立商) 109

76 富　永　誠　也　2年 (太田一) 山　形　和　斗　3年 (日立北)

106

75 堀　本　　檜　　1年 (高清松) 江　連　祐　貴　3年 (多　賀) 107

74 緑　川　　颯　　1年 (日立工) 西　野　宏　祐　3年 (太田一)

104

73 小　原　諒　汰　2年 (日立商) 菊　池　考　起　1年 (高清松) 105

72 関　根　慈　紀　1年 (科　技) 吉　原　滉　太　1年 (太田一)

102

71 安　藤　太　一　2年 (日立一) 濵　野　蒼　真　3年 (多　賀) 103

70 西　野　拓　斗　3年 (多　賀) 平　根　功　貴　3年 (日立一)

100

69 鈴　木　駿　介　2年 (日立工) 原　田　陽　大　1年 (科　技) 101

68 馬　上　　裕　　3年 (磯郷英) 大　貫　友　寛　2年 (日立北)

98

67 割　貝　拓　海　1年 (多　賀) 　林　　秀　優　2年 (日立商) 99

66 亀　井　亮太朗　2年 (日立北) 樫　村　　颯　　3年 (日立工)


