
令和４年度 全日本卓球選手権大会ジュニアの部県東地区予選会

2022年８月24日(水)

かみす防災アリーナ

男子シングルス　 推薦：椿（神栖三中） 佐藤（神栖三中） 金田（清真中）

111

56 濱内 （鉾田一） 神達 （鹿　島） 112

（波　崎） 110

55 瀨尾 （麻生中） 小野 （清真中）

宮負 （清真学園） 109

54 青木 （潮　来） 佐々木

53 小須田 （鹿野中）

107

52 鈴木諒 （神　栖） 吉井 （波崎四中） 108

（潮　来） 106

51 掛水 （麻　生） 栗山 （麻　生）

高木 （神栖ニ中） 105

50 松岡 （清真学園） 石垣

49 鈴木 （波崎柳川）

103

48 最上 （麻　生） 吉田 （玉造工業） 104

（清真学園） 102

47 小林 （清真中） 椙山 （波　崎）

森 （麻　生） 101

46 遠藤 （波　崎） 久保

45 佐藤 （鉾田二）

99

44 礒野 （鹿　島） 齋藤 （神　栖） 100

（波　崎） 98

43 布施 （平井中） 今地 （潮来ニ中）

丹野 （麻　生） 97

42 大庭 （波　崎） 安藤

41 小瀬川 （神栖ニ中）

95

40 奥田 （清真学園） 田神 （玉造中） 96

（波崎柳川） 94

39 冨田 （神　栖） 野口 （神　栖）

松本 （鹿　島） 93

38 阿部 （波崎柳川） 竹内

37 草間 （鹿　島）

91

36 方波見 （麻　生） 坂本 （玉造中） 92

（神栖三中） 90

35 野口 （鹿　島） 吉田 （鉾田一）

香取 （潮　来） 89

34 立原 （波崎二中） 齋藤

33 岩間 （鉾田二）

87

32 田原 （鹿島中） 高山 （鉾田二） 88

（麻　生） 86

31 大和田 （麻　生） 布施 （清真学園）

石井 （波崎一中） 85

30 住谷 （玉造工業） 大輪

29 野口 （潮来ニ中）

83

28 小沢 （神栖三中） 東 （波崎三中） 84

（鉾田二） 82

27 木村 （波崎柳川） 遠藤 （鹿　島）

河内屋 （大野中） 81

26 荒野 （神　栖） 飯島

25 橋本 （清真中）

79

24 福家 （鉾田一） 内田 （麻　生） 80

（玉造工業） 78

23 大関 （清真学園） 矢﨑 （清真学園）

生井沢 （清真学園） 77

22 海宝 （波　崎） 磯畑

21 北岡 （波崎一中）

75

20 原 （麻　生） 遠藤 （潮　来） 76

（鹿　島） 74

19 富上 （潮　来） 田中 （麻　生）

鹿島 （玉造中） 73

18 小松崎 （鉾田二） 中島

17 濱野 （清真学園）

71

16 高橋 （波崎二中） 秋山 （鉾田一） 72

（清真中） 70

15 稲田 （鹿　島） 谷本 （波　崎）

西廣 （波崎柳川） 69

14 阿部 （波崎三中） 浅野

13 廣野 （波　崎）

67

12 大和田 （玉造工業） 粉名内 （潮　来） 68

（麻　生） 66

11 前田 （清真学園） 久保 （玉造工業）

渡部 （波崎四中） 65

10 安藤 （波崎四中） 平田

9 加藤 （潮　来）

63

8 伊藤 （麻　生） 宮﨑 （鉾田二） 64

（鉾田一） 62

7 冨沢 （神栖ニ中） 鈴木優 （神　栖）

吉川 （潮来一中） 61

6 田谷 （波　崎） 田山

5 本間 （鉾田二）

59

4 木村 （麻　生） 加藤 （波　崎） 60

（清真学園） 58

3 手賀 （鉾田一） 松尾 （平井中）

片寄 （鹿　島） 57

2 小堀 （大洋中） 藤本

1 髙品 （鹿　島）

 

Ａリーグ         Ｂリーグ 
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令和４年度 全日本卓球選手権大会ジュニアの部県東地区予選会

2022年８月24日(水)

かみす防災アリーナ

推薦：関根　麻椰（波崎四中）

女子シングルス

54

（鉾田二） 53

27 東 （波　崎） 関根 （波　崎）

海宝 （波崎三中） 52

26 薄井 （清真学園中） 福田

25 安藤 （旭　中）

50

24 石津 （鹿　島） 田代 （波崎四中） 51

（神栖三中） 49

23 小沼 （鉾田二） 鬼澤 （潮　来）

秋山 （波崎一中） 48

22 岩崎 （波崎三中） 伊藤

21 土生 （波崎四中）

46

20 田﨑 （麻　生） 風間 （鉾田一） 47

（麻　生） 45

19 戸村 （大野中） 菅谷 （大洋中）

箕輪 （鹿　島） 44

18 有田 （波崎四中） 濱口

17 森垣 （鉾田一）

42

16 小川 （神　栖） 石﨑 （大野中） 43

（大洋中） 41

15 佐藤 （波崎三中） 米川怜 （旭　中）

島田 （波　崎） 40

14 前田 （神栖三中） 山上

13 太田 （神栖三中）

38

12 野原 （玉造中） 長谷川 （波崎四中） 39

（神　栖） 37

11 山本 （大野中） 奥田 （波崎三中）

鈴木 （旭　中） 36

10 岸田 （大洋中） 飯島

9 伊藤 （波崎三中）

34

8 加藤 （鉾田二） 山元 （鹿　島） 35

（鉾田二） 33

7 米川京 （旭　中） 篠塚 （神栖三中）

氷見 （神栖四中） 32

6 池宮 （神　栖） 山下

5 佐藤 （波　崎）

30

4 赤出川 （波崎四中） 伊藤 （麻　生） 31

（神栖二中） 29

3 吉川 （麻　生） 塩井 （波崎四中）

山村 （波　崎） 28

2 磯野 （波崎三中） 原田

1 石﨑 （鹿　島）

 

Ａリーグ         Ｂリーグ 

     勝敗 Ｐ 順位       勝敗 Ｐ 順位 

                 

                 

                 

                 

決勝       ３位決定 

 

 

５位決定         ７位決定 
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かみす防災アリーナ

男子ダブルス　

1 大庭・谷本 （波　崎） 神達・礒野 （鹿　島） 20

2 宮負・濱野 （清真学園） 佐々木・田谷 （波　崎） 21

3 齋藤・冨田 （神　栖） 石垣・粉名内 （潮　来） 22

4 久保・大和田 （玉造工業） 岩間・本間 （鉾田二） 23

5 草間・遠藤 （鹿　島） 森・大輪 （麻　生） 24

6 香取・富上 （潮　来） 伊藤・内田 （麻　生） 25

7 宮﨑・高山 （鉾田二） 布施・大関 （清真学園） 26

8 濱内・吉田 （鉾田一） 荒野・野口 （神　栖） 27

9 原・田中 （麻　生） 遠藤・椙山 （波　崎） 28

10 遠藤・加藤 （潮　来） 竹内・阿部 （波崎柳川） 29

11 久保・奥田 （清真学園） 安藤・海宝 （波　崎） 30

12 大和田・掛水 （麻　生） 住谷・吉田 （玉造工業） 31

13 鈴木諒・鈴木優 （神　栖） 方波見・丹野 （麻　生） 32

14 廣野・加藤 （波　崎） 稲田・中島 （鹿　島） 33

15 西廣・木村 （波崎柳川） 生井沢・矢﨑 （清真学園） 34

16 前田・松岡 （清真学園） 秋山・手賀 （鉾田一） 35

栗山・木村

17 福家・田山 （鉾田一）

（鹿　島）

小松崎・佐藤 （鉾田二） 36

18 最上・平田 （麻　生）

38

（麻　生） 37

19 髙品・松本 （鹿　島） 片寄・野口

 

 

決勝 Ａリーグ            決勝 Ｂリーグ 

     勝敗 Ｐ 順位       勝敗 Ｐ 順位 
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令和４年度 全日本卓球選手権大会ジュニアの部県東地区予選会

2022年８月24日(水)

かみす防災アリーナ

女子ダブルス　　

5 石﨑・山元 （鹿　島）

8

4 吉川・濱口 （麻　生） 田﨑・伊藤 （麻　生） 9

（鉾田二） 7

3 山下・小沼 （鉾田二） 東・佐藤 （波　崎）

風間・森垣 （鉾田一） 6

2 石津・箕輪 （鹿　島） 加藤・福田

1 関根・山村 （波　崎）

 

決勝リーグ               

勝敗 P 順位

 

敗者リーグ 

勝敗 P 順位

 
 


