
令和４年度　富山県高等学校春季ソフトテニス選手権大会
2022/04/23  高岡市テニスコート

女子ダブルス ( 1 / 2 )

石橋 彩羽 保院 愛深
山本 莉音 5-4 7-5 脇本 実莉

北島 優依 0 岡島 愛海
亀谷 涼香 5-1 7-1 奥 明日花

新納 咲希 0 0 牛島 来瞳
藤井 優佳 5-8 7-9 0 押田 柚子

椿原 日香 0 水谷 朱璃
谷内 優 5-5 7-2 渋谷 美琴

吉江 唯 0 宮窪 結芽
植野 莉子 5-10 7-6 1 笹川 真緒

樋 まりか
0 0

釣谷 彩純
加治 妃茉莉 5-6 7-11 0 竹山 歩乃佳

青木 茉空 0 前田 希実
井上 綾菜 5-2 1 7-7 森永 温心

長澤 愛奈 2 萩原 菜々子
竹中 彩優菜 5-9 7-3 山本 愛来

鷲塚 寿乃 0 0 梅田 和夏菜
山本 実咲 5-3 2 7-10 辻 みな美

高 芽那
0 2

林 茉穂
濵野 日和 1 5-7 0 7-4 角田 結唯

水口 心愛 0 西 凪砂
古賀 夏希 7-8 新保 萬奈加

廣田 藍香 2 清末 七生
宝田 彩香 6-8 1 針山 凜

森永 千裕 2 石黒 いずみ
中川 千愛 6-4 8-7 田中 里瑛

竹内 瑠菜 3 0 大久保 文香
山根 二胡 6-10 3 8-3 丸山 和佳

中西 朝 0 寺本 華音
田村 菜月 6-3 2 8-9 田屋 楓奈

今西 陽香 野坂 梓紗
阿閉 花香 0 6-7 8-2 水野 睦菜

二塚 夏海 沼尾 菜乃羽
髙橋 柚 6-11 8-6 0 山口 水希

笹生 小町
1 0

片岡 采羽
岩口 茉緒 6-6 1 8-10 1 道嶋 優衣

山本 有紗 0 1 坂井 凜花
堀 光莉 6-2 0 8-5 稲邑 有香

堀田 千枝実 片田 結菜
津田 愛結 6-9 3 島　 乙葉

伊藤 有可 0 8-8 1 地子 七蓮
脇田 由里秋 6-1 1 1 8-1 松澤 七星

池田 ほのか 成田 蒼依
江尻 野々花 1 6-5 8-4 小橋 実怜

森 有希 林 音羽
小峰 充智 湯浅 舞奈

2 (魚津) 25 (富商)

1 (高商) 24 (福野)

4 (氷見) 27 (高商)

3 (富中) 26 (いずみ)

6 (石動) 29 (新湊)

5 (福岡) 28 (入善)

8 (砺波) 31 (滑川)

7 (小杉) 30 (富中)

10 (新湊) 33 (富東)

9 (富商) 32 (小杉)

12 (桜井) 35 (高商)

11 (滑川) 34 (砺波)

14 (入善) 37 (桜井)

13 (小杉) 36 (砺波)

16 (富中) 39 (入善)

15 (福野) 38 (石動)

18 (いずみ) 41 (富商)

17 (高商) 40 (魚津)

20 (富東) 43 (高南)

19 (新湊) 42 (高岡)

22 (石動) 45 (福野)

21 (高南) 44 (氷見)

23 (魚津) 46 (高商)



女子ダブルス ( 2 / 2 )

牧 和花 板坂 実穂
長谷川 琴音 13-4 15-5 坂野 日南

長原 千夏 0 小原 奈々
井林 侑楽 13-1 15-1 近藤 奏寧

金田 真衣 0 石原 琉衣
長谷川 実咲 0 13-8 2 2 15-9 竹山 心乃

木下 夏姫 0 池田 愛来
鹿熊 瑞希 13-5 1 15-2 鉄口 由菜

松島 心愛 1 中川 真菜
山田　 優月 3 13-10 15-6 東海 彩乃

寺﨑 眞子 0 奥　 凉乃
大居 愛美 13-6 1 0 15-11 最住 和世

板澤 しほ 0 佐竹 理紗子
山田 裕希子 13-2 0 15-7 卜蔵 朝香

加藤 捺希 1 谷中 真桜
能又 璃奈 13-9 15-3 小笹 直織

上倉 莉子
0 1

濱谷 心雪
長谷川 天音 13-3 0 15-10 2 榮野 あゆみ

池田 彩華 藤井 楓羽
佐脇  朱莉 13-7 15-4 大西 陽菜子

高井 沙彩 原 　唯七
清都 杏 15-8 2 城宝 結衣

池原 皐月 2 轡田 愛
廣多 美羽 14-8 3 岩黒  心羽

河村 真緒 小川 佳希
大澤 優茉 14-4 2 細川 花

菊池 誌乃 0 16-7 道島 佑奈
中川 月渚 1 14-10 16-3 野澤 陽愛

浦島 未結 2 髙山 瑠菜
久保 杏奈 14-3 1 1 16-9 2 永田 莉緒那

細川 愛莉
0

井澤 真彩
上田 杏 0 14-7 16-2 東海 綺華

池田 彩華 3 横山 瑠夏
米永 汐里 14-11 16-6 神下 愛夏

井上 夕渚 0 林 心愛
砂田 実侑 14-6 0 16-10 3 中西 一花

峠 彩心
1 3

海老名 愛俐
上田 陽菜俐 14-2 0 16-5 佐藤 愛緒

米田 胡都 0 廣川 真夕
松田 彩希 14-9 上野 星莉架

越後 成美 3 16-8 堀田 琴羽
千田 杏咲 14-1 1 0 16-1 坂上 陽梨

勝山 沙樹 山下 真凜
坂東 美羽 0 14-5 16-4 0 吉塚 美葉音

幅田 更紗 多賀 伊純
青島 弓留 福田 唯子

　　　　　　決勝　石橋 彩羽 ・ 山本 莉音　（　　　高商　　　）　4-------2　多賀 伊純 ・ 福田 唯子　　（　　　高商　　　）

47 (砺波) 70 (富商)

49 (高岡) 72 (桜井)

48 (福岡) 71 (いずみ)

51 (桜井) 74 (石動)

50 (滑川) 73 (新湊)

53 (魚津) 76 (富東)

52 (福野) 75 (高岡)

55 (富中) 78 (富山)

54 (富商) 77 (小杉)

57 (高商) 80 (高南)

56 (高南) 79 (高商)

59 (富商) 82 (桜井)

58 (入善) 81 (福岡)

61 (いずみ) 84 (滑川)

60 (新湊) 83 (入善)

63 (高南) 86 (福野)

62 (富東) 85 (高工)

65 (福野) 88 (富中)

64 (小杉) 87 (氷見)

67 (魚津) 90 (砺波)

66 (石動) 89 (魚津)

69 (高商) 92 (高商)

68 (滑川) 91 (富東)


