
令和３年８月２日
各中学校卓球部顧問　様
各登録団体責任者　　様

松山卓球協会　会長　澤田　　茂

選手名 登録団体 順位 選手名 登録団体 順位 選手名 登録団体 順位 選手名 登録団体 順位
中城瑛貴 勝山 推 渡邊颯大 西 1 中川華帆 美川 推 石丸海羽 雄新 推
武田優雅 城西 推 小山修叶 北条北 2 和田心 南第二 推 泉茉里花 高浜 推
川村侑生 附属 推 島田育弥 小野 3 小原沙南 南第二 1 佐伯朱優 小野 1
灘野圭一郎 港南 1 水野響 城西 3 辻井美羽 南 2 小川彩冬 港南 2
古家志穏 港南 2 髙岡諒 久米 5 越智志有 北条北 3 森柄美久 砥部 3
武智飛向 久米 3 坂本隆斗 港南 5 篠原ひより 三津浜 3 白石杏朱 北条北 3
長曽我部雄大 津田 3 竹下優春 椿 5 池永そら 砥部 5 仲山愛夏 道後 5
川村憲伸 道後 5 上村空楽 道後 5 久保有希 砥部 5 新谷ゆづき 砥部 5
大枝健人 松西中等 5 松田悠真 内宮 9 豊田陽菜 北条北 5 馬場苺 西 5
塚本夏樹 松西中等 5 松下煌英 桑原 9 河野のぞみ 北条南 5 松井乃愛 松西中等 5
大野魁聖 三津浜 5 鎌田勇哉 港南 9 山中莉乃 鴨川 9 赤坂來美 鴨川 9
平山琥龍 北 9 松尾多朗 城西 9 宮上桃子 久米 9 佐伯心晴 高浜 9
二宮孝文 久米 9 粂野天之介 椿 9 高橋奈央 道後 9 松原愛莉 津田 9
近藤悠音 港南 9 薮田紘明 椿 9 高田果南 北条南 9 白石寧々 砥部 9
福岡凜太郎 済美平成 9 曽我天良 砥部 9 松本梨々香 三津浜 9 小川晏璃 砥部 9
上甲湊陽 高浜 9 山本晄多 松西中等 9 北福乃愛 三津浜 9 越智祐理奈 西 9
伊賀律 道後 9 小阪悠 内宮 17 新田美心 三津浜 9 丸山由紀 北条北 9
﨑山友一朗 東 9 平松慶太 久米 17 ラトゥソンパ 三津浜 9 竹谷怜恵 北条北 9
堀田逞 三津浜 9 竹田翔矢 久米 17 光宗桃 内宮 17 木下桃那 内宮 17
辻悠杜 内宮 17 平圭悟 桑原 17 今井莉沙 内宮 17 宮崎芽伊 鴨川 17
福西悠太 小野 17 山下叶翔 港南 17 土手莉里子 鴨川 17 二宮天彩 久米 17
上坂晄翔 北 17 鎌谷侑生 港南 17 加藤埜愛 久米 17 山田モナ 城西 17
岡田陸空 久米 17 本田悠生 城西 17 花岡杏奈 重信 17 山田凪紗 城西 17
田村悠宇 桑原 17 伊関凰史 高浜 17 冨士原百花 城西 17 西岡夢叶 高浜 17
谷村劉久 港南 17 笠間陽翔 椿 17 上井彩美 城西 17 一色透羽 津田 17
矢野和也 椿 17 藤森凌太郎 道後 17 奥浦璃桜 津田 17 松浦愛未 道後 17
新平詠大 椿 17 髙田晃太郎 道後 17 門野咲彩 中島 17 川崎湖音 砥部 17
上路春斗 砥部 17 上松匠海 三津浜 17 生島玲那 北条北 17 橘杏奈 砥部 17
中田健斗 中島 17 楠本翼 南 17 中澤橙子 松西中等 17 大西紗希 砥部 17
呉本恵大 東 17 乘松達也 南第二 17 井上穂美 三津浜 17 間口実々 北条北 17
畠下雄成 東 17 橋田拓真 雄新 17 溝田みこの 南 17 篠原鈴 北条北 17
山下想史 松西中等 17 三好晴彦 余土 17 渡邊ゆず季 雄新 17 宮川綾菜 松西中等 17
岡田凌太郎 松西中等 17棄権 池川理功 愛光 33 清水梨瑚 余土 17 岡田詩月 三津浜 17

雄新 17 村上陸 内宮 33 宮内心 余土 17 室家杏梨 三津浜 17
篠原輝真 余土 17 矢野寛太郎 内宮 33 重松絢干 小野 薦 藤川里穂 内宮 薦
村上耕太郎 内宮 33 重松結心 小野 33 板垣怜花 鴨川 薦 安部瑞穂 小野 薦
中岡駿斗 内宮 33 緑川璃玖 鴨川 33 吉田真桜 鴨川 薦 兵頭あかり 鴨川 薦
谷口剛 岡田 33 中村陽心 久米 33 西岡愛梨 港南 薦 伊井穂香 鴨川 薦
竹下昊汰 小野 33 德田龍之臣 港南 33 小野七穂 港南 薦 石井咲也子 道後 薦
武村亮汰 久米 33 岡田一乃 港南 33 田村凜 港南 薦 佐々木歩里 砥部 薦
山田龍雅 久米 33 山室修司 済美平成 33 寺久保桃花 重信 薦 丸橋咲良 砥部 薦
黒岩俊介 桑原 33 森奏馬 重信 33 小池綾音 北条北 薦 山田凛 北条北 薦
門田雄志郎 港南 33 丹治敬太郎 重信 33 重見依知花 北条南 薦 河野みのり 北条南 薦
藤原侑瑞樹 港南 33 竹谷なつき 高浜 33 川本未緒 北条南 薦 岡田深愛 松西中等 薦
西岡慶豊 港南 33 西尾空宙 津田 33 木原柚葉 北条南 薦 香川絢音 三津浜 薦
白石充 重信 33 小川航 椿 33 岡田陽菜 三津浜 薦 豊﨑鈴夏 南 薦
元木和斗 重信 33 谷本良介 道後 33 髙内杏美 南 薦 佐々木稟暖 南 薦
川邊陽斗 城西 33 村上悠太 砥部 33 川崎結衣 余土 薦 石村紗良 南 薦
野本千貴 椿 33 濱﨑翔磨 中島 33 村上日莉 余土 薦 山本莉愛 南 薦
河野陽向 椿 33 旭純平 東 33 井川由蘭 余土 薦 出来聡美 余土 薦
山本劉也 椿 33 山本蒼煕 北条南 33
山口裕暉 道後 33 藤野蒼司 北条南 33
相原颯真 砥部 33 麓太陽 松前 33
佐川聖 砥部 33 林拓士 松前 33
山田羚太 北条南 33 城尾明輝 松西中等 33
藤田朔也 松前 33 家木大喜 松西中等 33
山下雄大 松西中等 33 金丸浬久 三津浜 33
稲住昊大 松西中等 33 三原拓海 三津浜 33
中村育真 三津浜 33 門田雅貴 三津浜 33
阿部朝弥 三津浜 33 德田遼人 三津浜 33
井上凛一 三津浜 33 安永善紀 南第二 33
三谷有輝 三津浜 33 金子舜也 南第二 33
髙須賀蓮 三津浜 33 吉田悠汰 余土 33
坂本陸 南 33 西原陽希 余土 33
林蒼琉 南第二 33
加藤伊織 雄新 33
米田伊織 余土 33

　注
　　○　「推」のついた選手は、諸条件により県大会への推薦出場の資格を持っている選手です。それらの選手を除き、
　　　男子は６４名、女子は３２＋１６名が今回出場資格を得た選手です。
　　　＋αの選手については、大会当日の敗者復活戦で勝った選手等を「協会推薦選手」とし、「薦」で表しています。
　　○　裏面に、登録団体別の一覧を載せていますので、参考にしてください。

　　○　県卓球選手権大会の申込は協会で一括して行います。参加料は５００円です。集金は当日会場で行います。

女子１３歳以下 女子１４歳以下

令和３年度松山卓球選手権大会（カデットの部）の結果について（通知）

男子１３歳以下

　去る８月１日（日）に開催された標記大会の結果、下表の選手が８月１９日（木）に開催されます、愛媛県卓球選手権大会（カデットの部）の出場権を獲
得されましたのでお知らせします。（裏面に登録団体別一覧）
　なお、学校行事や家庭の事情等で、当日参加できない選手についての連絡は、１日の時点で終了しています。これ以降のご連絡については、当日棄権扱い
となりますのでご了承ください。（当日の棄権は原則参加料が必要です。）

男子１４歳以下



令和３年８月２日

松山卓球協会　会長　澤田　　茂

選手名 登録団体 順位 選手名 登録団体 順位 選手名 登録団体 順位 選手名 登録団体 順位
辻悠杜 内宮 17 池川理功 愛光 33 光宗桃 内宮 17 木下桃那 内宮 17
村上耕太郎 内宮 33 松田悠真 内宮 9 今井莉沙 内宮 17 藤川里穂 内宮 薦
中岡駿斗 内宮 33 小阪悠 内宮 17 重松絢干 小野 薦 佐伯朱優 小野 1
谷口剛 岡田 33 村上陸 内宮 33 山中莉乃 鴨川 9 安部瑞穂 小野 薦
福西悠太 小野 17 矢野寛太郎 内宮 33 土手莉里子 鴨川 17 赤坂來美 鴨川 9
竹下昊汰 小野 33 島田育弥 小野 3 板垣怜花 鴨川 薦 宮崎芽伊 鴨川 17
平山琥龍 北 9 重松結心 小野 33 吉田真桜 鴨川 薦 兵頭あかり 鴨川 薦
上坂晄翔 北 17 緑川璃玖 鴨川 33 宮上桃子 久米 9 伊井穂香 鴨川 薦
武智飛向 久米 3 髙岡諒 久米 5 加藤埜愛 久米 17 二宮天彩 久米 17
二宮孝文 久米 9 平松慶太 久米 17 西岡愛梨 港南 薦 小川彩冬 港南 2
岡田陸空 久米 17 竹田翔矢 久米 17 小野七穂 港南 薦 山田モナ 城西 17
武村亮汰 久米 33 中村陽心 久米 33 田村凜 港南 薦 山田凪紗 城西 17
山田龍雅 久米 33 松下煌英 桑原 9 花岡杏奈 重信 17 泉茉里花 高浜 推
田村悠宇 桑原 17 平圭悟 桑原 17 寺久保桃花 重信 薦 佐伯心晴 高浜 9
黒岩俊介 桑原 33 坂本隆斗 港南 5 冨士原百花 城西 17 西岡夢叶 高浜 17
灘野圭一郎 港南 1 鎌田勇哉 港南 9 上井彩美 城西 17 松原愛莉 津田 9
古家志穏 港南 2 山下叶翔 港南 17 奥浦璃桜 津田 17 一色透羽 津田 17
近藤悠音 港南 9 鎌谷侑生 港南 17 高橋奈央 道後 9 仲山愛夏 道後 5
谷村劉久 港南 17 德田龍之臣 港南 33 池永そら 砥部 5 松浦愛未 道後 17
門田雄志郎 港南 33 岡田一乃 港南 33 久保有希 砥部 5 石井咲也子 道後 薦
藤原侑瑞樹 港南 33 山室修司 済美平成 33 門野咲彩 中島 17 森柄美久 砥部 3
西岡慶豊 港南 33 森奏馬 重信 33 越智志有 北条北 3 新谷ゆづき 砥部 5
福岡凜太郎 済美平成 9 丹治敬太郎 重信 33 豊田陽菜 北条北 5 白石寧々 砥部 9
白石充 重信 33 水野響 城西 3 生島玲那 北条北 17 小川晏璃 砥部 9
元木和斗 重信 33 松尾多朗 城西 9 小池綾音 北条北 薦 川崎湖音 砥部 17
武田優雅 城西 推 本田悠生 城西 17 河野のぞみ 北条南 5 橘杏奈 砥部 17
川邊陽斗 城西 33 伊関凰史 高浜 17 高田果南 北条南 9 大西紗希 砥部 17
上甲湊陽 高浜 9 竹谷なつき 高浜 33 重見依知花 北条南 薦 佐々木歩里 砥部 薦
長曽我部雄大 津田 3 西尾空宙 津田 33 川本未緒 北条南 薦 丸橋咲良 砥部 薦
矢野和也 椿 17 竹下優春 椿 5 木原柚葉 北条南 薦 馬場苺 西 5
新平詠大 椿 17 粂野天之介 椿 9 中澤橙子 松西中等 17 越智祐理奈 西 9
野本千貴 椿 33 薮田紘明 椿 9 中川華帆 美川 推 白石杏朱 北条北 3
河野陽向 椿 33 笠間陽翔 椿 17 篠原ひより 三津浜 3 丸山由紀 北条北 9
山本劉也 椿 33 小川航 椿 33 松本梨々香 三津浜 9 竹谷怜恵 北条北 9
川村憲伸 道後 5 上村空楽 道後 5 北福乃愛 三津浜 9 間口実々 北条北 17
伊賀律 道後 9 藤森凌太郎 道後 17 新田美心 三津浜 9 篠原鈴 北条北 17
山口裕暉 道後 33 髙田晃太郎 道後 17 ラトゥソンパ 三津浜 9 山田凛 北条北 薦
上路春斗 砥部 17 谷本良介 道後 33 井上穂美 三津浜 17 河野みのり 北条南 薦
相原颯真 砥部 33 曽我天良 砥部 9 岡田陽菜 三津浜 薦 松井乃愛 松西中等 5
佐川聖 砥部 33 村上悠太 砥部 33 辻井美羽 南 2 宮川綾菜 松西中等 17
中田健斗 中島 17 濱﨑翔磨 中島 33 溝田みこの 南 17 岡田深愛 松西中等 薦
﨑山友一朗 東 9 渡邊颯大 西 1 髙内杏美 南 薦 岡田詩月 三津浜 17
呉本恵大 東 17 旭純平 東 33 和田心 南第二 推 室家杏梨 三津浜 17
畠下雄成 東 17 小山修叶 北条北 2 小原沙南 南第二 1 香川絢音 三津浜 薦
川村侑生 附属 推 山本蒼煕 北条南 33 渡邊ゆず季 雄新 17 豊﨑鈴夏 南 薦
山田羚太 北条南 33 藤野蒼司 北条南 33 清水梨瑚 余土 17 佐々木稟暖 南 薦
藤田朔也 松前 33 麓太陽 松前 33 宮内心 余土 17 石村紗良 南 薦
大枝健人 松西中等 5 林拓士 松前 33 川崎結衣 余土 薦 山本莉愛 南 薦
塚本夏樹 松西中等 5 山本晄多 松西中等 9 村上日莉 余土 薦 石丸海羽 雄新 推
山下想史 松西中等 17 城尾明輝 松西中等 33 井川由蘭 余土 薦 出来聡美 余土 薦
岡田凌太郎 松西中等 17棄権 家木大喜 松西中等 33
山下雄大 松西中等 33 上松匠海 三津浜 17
稲住昊大 松西中等 33 金丸浬久 三津浜 33
中城瑛貴 勝山 推 三原拓海 三津浜 33
大野魁聖 三津浜 5 門田雅貴 三津浜 33
堀田逞 三津浜 9 德田遼人 三津浜 33
中村育真 三津浜 33 楠本翼 南 17
阿部朝弥 三津浜 33 乘松達也 南第二 17
井上凛一 三津浜 33 安永善紀 南第二 33
三谷有輝 三津浜 33 金子舜也 南第二 33
髙須賀蓮 三津浜 33 橋田拓真 雄新 17
坂本陸 南 33 三好晴彦 余土 17
林蒼琉 南第二 33 吉田悠汰 余土 33

雄新 17 西原陽希 余土 33
加藤伊織 雄新 33
篠原輝真 余土 17
米田伊織 余土 33

令和３年度松山卓球選手権大会（カデットの部）の結果　登録団体別一覧

男子１３歳以下 男子１４歳以下 女子１３歳以下 女子１４歳以下


