
令和4年度全日本卓球選手権大会ジュニアの部茨城県南地区予選会

令和4年8月16日

ニューライフアリーナ龍ヶ崎

男子シングルス (1)　　推薦：吉田尚（土浦二），宮本（牛久三中），岸波（谷和原中），
赤尾，本田（ともに愛宕中），板橋（伊奈中）

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

53 中畝地 (都和中)

104

52 中　村 （常　総） 小　沼 （土日大） 105

51 藤　崎 (石岡一) 岩田知 (中　央)

102

50 寺　江 （松　陽） 古　谷 (土浦工） 103
Ｐ

49 石　渡 （栄　進） 嶺　田 （牛　久）

100

48 山　田 (土浦一） 小　山 (石岡二) 101

47 白　戸 (竜　一) 白　石 （常　総）

98

46 片　桐 （土日大） 水　口 (小絹中) 99

45 種　市 (中　央) 横　山 （東洋牛）

96

44 若　月 （牛　久） 鈴　木 （栄　進） 97

43 内　田 (土浦二） 久　芳 （紫　水）

94

42 小野祐 (土浦一） 仲　村 (土浦二） 95

41 大　城 （牛久南中） 伊　能 (土浦一）

石　井 （土浦三中） 92

40 黒　川 (愛宕中) 小　泉 (阿見中) 93

川　村 (土浦一） 90

38 三　河 (土浦一） 川　並 (土浦工） 91

37 石　井 （紫　水）

39 藤　田 (土浦二）

石　川 （松　陽） 88

36 大　塚 (土浦工） 菅　野 （東　風） 89

廣　瀬 (土浦二） 86

34 伊　藤 (下根中) 上　野 （栄　進） 87

33 中　村 (土浦三）

35 佐　藤 (石岡二)

中　田 (江　取) 84

32 石　山 （霞ヶ浦） 川　村 (竜　一) 85

山　﨑 （霞ヶ浦） 82

30 大須賀 （藤　代） 猪　瀬 (石岡一) 83

29 小　林 （土日大）

31 小　林 （東洋牛）

大　湯 （中根台中） 80

28 小田切 （松　陽） 小松﨑 (土浦一） 81

小　芝 (土浦工） 78

26 佐藤慶 （藤　代） 斉藤惇 （常　総） 79

25 松　澤 (土浦一）

27 石　井 (愛宕中)

坂　本 （土日大） 76

24 相　澤 （栄　進） 水　田 (土浦二） 77

会　見 （栄　進） 74

22 林 （土日大） 齊　藤 （東洋牛） 75

21 山　田 (土浦二）

23 小　松 (土浦工）

津　田 (江　取) 72

20 鈴木大 (竜　一) 山　本 (土浦六中) 73

新　井 (土浦一） 70

18 橋　本 (土浦一） 三　浦 （松　陽） 71

17 大曽根 (石岡一)

19 小　倉 （常　総）

富樫晃 (石岡一) 68

16 芝　山 (土浦二） 戸　村 （藤　代） 69

本　田 （土浦五中） 66

14 益　子 （城ノ内中） 岩　立 （伊奈中） 67

13 　原　 (学園の森）

15 鎌　田 (中　央)

堀　江 (土浦一） 64

12 坂　口 (石岡商) 岡　部 (中　央) 65

会　見 （常　総） 62

10 澤　崎 （牛　久） 梅　津 （紫　水） 63

9 宮　本 (土浦工）

11 岡　田 (江　取)

吉　田 （土日大） 60

8 山　本 （東洋牛） 中　村 (土浦二） 61

佐藤聡 (竜　一) 58

6 倉　持 （常　総） 宮　司 (石岡一) 59

5 國府田 （松　陽）

7 砂　川 (石岡一)

藤　浪 (石岡二) 56

4 奥　田 （土日大） 久　保 (石岡商) 57

杉　山 (伊奈東中) 54

2 王 (土浦一） 大　鹿 (土浦三） 55

1 吉田拓 (土浦二）

3 山　中 （栄　進）
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男子シングルス (2)

208

157 橋　本 (愛宕中) 桝　田 （常　総） 209

156 細　谷 （紫　水） 神　坂 （東洋牛）

206

155 関　口 （松　陽） 大　木 (土浦二） 207
Ｘ f

154 熊　坂 （常　総） 中　村 （土日大）

204

153 田　中 (土浦工） 黒　﨑 （栄　進） 205

152 富　塚 （牛　久） 石　塚 (土浦三）

202

151 阿　部 （東洋牛） 岡　本 （牛久南中） 203

150 小野正 (土浦一） 鈴　木 （藤　代）

200

149 目　黒 （土日大） 塙 (石岡一) 201

Ｗ e
148 瀬　川 (土浦二） 齋　藤 （松　陽）

198

147 中　川 (石岡二) 平　山 (土浦工） 199

146 富樫大 (石岡一) 松　尾 (土浦一）

196

145 小野寺 （牛久一中） 富　永 (谷田部東中) 197

144 日　向 (下根中) 吾　妻 （手代木中）

194

143 上　野 （土日大） 染　谷 （土日大） 195

Ｖ d
142 山　口 (土浦二） 岩　田 (土浦二）

192

141 飛　田 (江　取) 瀬　川 (土浦一） 193

140 中　山 (土浦一） 福　嶋 （栄　進）

190

139 都　賀 (土浦三） 新　田 （紫　水） 191

138 佐藤周 （藤　代） 五十嵐 (土浦二）

188

137 和　地 (土浦二） 岡　田 （牛　久） 189

136 飯　田 (中　央) 佐藤大 (竜　一)

186

135 小　平 （栄　進） 岩田響 (中　央) 187
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134 石曽根 （東　風） 大塚啓 (石岡一)

184

133 渡　辺 (土浦一） 矢　吹 （松　陽） 185

132 モゲス (並木中) 木　村 (愛宕中)

182

131 　堺　 （手代木中） 金　子 （土日大） 183

130 菊　池 (石岡商) 上　殿 (江　取)

180

129 髙屋敷 （栄　進） 齋藤祐 （常　総） 181
Ｔ b

128 橘 （常　総） 想　田 （紫　水）

178

127 遠　藤 (土浦工） 箭　本 （松　陽） 179

126 志　村 （紫　水） 鶴　田 (石岡一)

176

125 佐々木 (土浦一） 芹　沢 (江戸崎中） 177

124 榎　森 (土浦一） 井　関 (土浦工）

174

123 纐　纈 （東洋牛） 黒　田 (土浦一） 175

Ｓ a
122 鈴　木 （松　陽） 田　村 (土浦三）

172

121 松　本 (土浦二） 澤　野 （藤　代） 173

120 郷 (石岡二) 多　田 (土浦二）

170

119 田　中 (下根中) 廣　瀬 （土浦二中） 171

118 吉　野 (園部中) 滝　澤 （ひたち野うしく中）

168

117 檜　山 (土浦二） 齊藤篤 （常　総） 169

Ｒ Ｚ
116 五位野 (土浦工） 入　江 (土浦二）

166

115 広　瀬 （霞ヶ浦） 久　松 （霞ヶ浦） 167

114 瀧　田 (土浦一） 須　藤 (土浦一）

164

113 津　雲 （牛　久） 鈴木銀 (竜　一) 165

112 石山虎 （土浦三中） 大　塚 (土浦一）

162

111 松　田 (中　央) 菊　池 (土浦工） 163

110 本　山 （栄　進） 木　村 (石岡二)

160

109 大塚陸 (石岡一) 三　田 （土日大） 161
Ｑ Ｙ

108 黒　田 (竜　一) 石　原 （牛　久）

名　田 （伊奈中） 158

107 大　塚 （土日大） 小　林 （栄　進） 159

106 山　田 （常　総）
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女子シングルス　推薦：大出（牛久一中），加藤（茎崎中），屋代（御所ヶ丘中），亀山（愛宕中）

8844 長　澤 （紫　水） 金　子 （常　総）

86

43 持　田 (土日大) 鹿　又 （土浦二） 87

42 中　山 （茗渓学園中） 相　馬 (牛久三中）

84

41 長　縄 （土浦二） 守　谷 （栄　進） 85
O

40 大　石 （ひたち野うしく中） 吉　田 (御所ヶ丘中）

82

39 川　村 （手代木中） 盛　川 （藤代南中） 83

38 栗　原 （土浦工） 持　田 （東洋牛）

80

37 染　谷 （土浦一） 小　川 （紫　水） 81

36 鈴　木 （中　央） 栁　沼 （土浦一）

78

35 菊　池 （常　総） 森　田 （竜　一） 79

34 宮　内 （桜　中） 内　田 （下根中）

76

33 鈴　木 （紫　水） 小　林 （中　央） 77

32 前　田 （土浦一） 井　上 (土日大)

74

31 新　目 （城ノ内中） 庄　子 （城ノ内中） 75

30 佐　藤 （高崎中） 藤　井 （石岡一）

72

29 白　田 （松　陽） 鈴木そ （土浦一） 73

28 塚　本 （栄　進） 草　間 （ひたち野うしく中）

70

27 関　口 （竜　一） 寺　田 （小絹中） 71
J

26 川　田 （藤代南中） 植　村 （土浦二）

68

25 福　田 （土浦二） 滝　澤 （常　総） 69

24 幕　内 （石岡一） 佐　藤 （土浦一）

23 金　子 (御所ヶ丘中） 小　松 (下稲吉中） 67

65

22 岡　野 （城ノ内中） 辻󠄀　井 (下稲吉中） 66

21 大　川 （栄　進） 黒　田 （松　陽）

63

20 鈴　木 （竜　二） 荒　井 （竜　一） 64

G
19 源　田 (土日大) 池　田 （土浦一）

61

18 大　谷 （江戸崎中） 飯　塚 （藤代南中） 62

17 吉　本 （茗渓学園中） ラウレアノ （朝日中）

59

16 猪　狩 （土浦二） 染　谷 （常　総） 60

15 橋　本 （土浦一） 田　中 (牛　久)

57

14 　坂　 （霞ヶ浦中） 飯　沼 (谷田部東中） 58

13 名　取 （常　総） 藤　巻 （栄　進）

55

12 髙　塚 (牛　久) 中　村 （土浦二） 56

11 津　田 （牛久三中） 大　関 (千代田義務）

53

10 鈴木彩 （土浦一） 森　田 (土日大) 54

9 竹　岡 （栄　進） 吉久保 （土浦二）

51

8 中　峰 （常　総） 樽　見 （常　総） 52

C7 尾　島 （石岡商） 弓　削 （中　央）

49

6 山　口 （藤代中） 渡　邉 （伊奈中） 50

B
5 長　濵 (学園の森） 河　口 （高崎中）

47

4 高　橋 （中　央） 池　田 （栄　進） 48

3 上　嶋 （御所ヶ丘中） 松　田 （ひたち野うしく中）

45

2 及　川 （紫　水） 三　浦 （土浦一） 46

1 北　川 （土浦二） 塙 （紫　水）
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男子ダブルス　推薦：吉田尚・吉田拓（土浦二）

73

37 倉　持・山　田 （常　総）

36 多　田・大　木 （土浦二） 斉藤惇・桝　田 （常　総）

71

35 三　浦・石　川 （松　陽） 髙屋敷・山　中 （栄　進） 72

34 飛　田・琴　寄 （江　取） 川　村・佐々木 （土浦一）

69

33 白　戸・佐藤大 （竜　一） 猪　瀬・鶴　田 （石岡一） 70

32 澤　野・佐藤慶 （藤　代） 髙　屋・飯　田 （中　央）

67

31 三　田・坂　本 （土日大） 横　山・齊　藤 （東洋牛） 68

30 嶺　田・澤　崎 (牛　久) 佐藤周・鈴　木 （藤　代）

65

29 松　澤・瀧　田 （土浦一） 藤　田・檜　山 （土浦二） 66

28 瀬　川・中　村 （土浦二） 矢　吹・寺　江 （松　陽）

63

27 小松﨑・橋　本 （土浦一） 新　田・石　井 （紫　水） 64

26 富樫晃・富樫大 （石岡一） 大曽根・　塙　 （石岡一）

61

25 梅　津・想　田 （紫　水） 会　見・石　渡 （栄　進） 62

24 須　藤・黒　田 （土浦一） 榎　森・瀬　川 （土浦一）

59

23 久　松・広　瀬 (霞ヶ浦) 五十嵐・松　本 （土浦二） 60

22 小　山・藤　浪 （石岡二） 奥　田・　林　 （土日大）

57

21 鈴　木・本　山 （栄　進） 中　山・渡　辺 （土浦一） 58

20 小　沼・片　桐 （土日大） 井　関・五位野 （土浦工）

55

19 伊　能・小野祐 （土浦一） 津　雲・若　月 (牛　久) 56

18 鈴木大・川　村 （竜　一） 齋　藤・小田切 （松　陽）

53

17 　橘　・齊藤篤 （常　総） 会　見・小　倉 （常　総） 54

16 黒　﨑・小　林 （栄　進） 岡　田・中　田 （江　取）

51

15 山　田・山　口 （土浦二） 福　嶋・小　平 （栄　進） 52

14 関　口・箭　本 （松　陽） 堀　江・松　尾 （土浦一）

49

13 中　村・上　野 （土日大） 岩田響・鎌　田 （中　央） 50

12 富　塚・岡　田 (牛　久) 岩　田・芝　山 （土浦二）

47

11 仲　村・水　田 （土浦二） 染　谷・目　黒 （土日大） 48

10 山　田・池　野 （土浦一） 鈴木銀・佐藤聡 （竜　一）

45

9 廣　瀬・内　田 （土浦二） 入　江・和　地 （土浦二） 46

8 戸　村・大須賀 （藤　代） 國府田・鈴　木 （松　陽）

43

7 白　石・熊　坂 （常　総） 石　山・山　﨑 (霞ヶ浦) 44

6 木　村・　郷　 （石岡二） 三　河・大　塚 （土浦一）

41

5 砂　川・大塚陸 （石岡一） 佐　藤・中　川 （石岡二） 42

4 相　澤・上　野 （栄　進） 久　芳・志　村 （紫　水）

39

3 岡　部・種　市 （中　央） 大塚啓・宮　司 （石岡一） 40

2 小　林・大　塚 （土日大） 齋藤祐・中　村 （常　総）

1 小野正・新　井 （土浦一） 金　子・吉　田 （土日大） 38
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女子ダブルスについて
今大会の参加数が多くない状況のため、当日抽選を行いたいと思います。

ジュニア1日目にその件について各学校に連絡しますのでよろしくお願いします。

なお，今回の組合せ会議で前回大会の結果を元にシードは決定したので、シードのみ

掲載させて頂きます。よろしくお願いします。

第1シード　小林・高橋（中央）

第2シード　鈴木・長澤（紫水）

第3シード　植村・中村（土浦二）

第4シード　関口・荒井（竜一）

第5シード　北川・福田（土浦二）

第6シード　金子・樽見（常総）

第7シード　吉久保・猪狩（土浦二）

第8シード　塙・小川（紫水）


