
令和４年７月２７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
田口 昊侑 三津浜 推 中城 瑛貴 勝山 推 田中 沙和 小野 推 和田 心 南第二 推
小池 晟也 北 1 武田 優雅 城西 推 安宅 里加 南 1 小原 沙南 南第二 推
大塚 由樹斗 港南 2 川村 侑生 附属 推 小山 莉奈 北条南 2 中川華帆 美川 推
田中 歩夢 南 3 灘野 圭一郎 港南 推1 西部 希美 重信 3 新田 美心 三津浜 1
泉 敬翔 高浜 3 長曽我部 雄大 津田 2 小林 明日香 道後 3 三根生 宝 北 2
松浦 航大 道後 5 岡田 陸空 久米 3 鈴木 幸織 松西中等 5 重見 依知花 北条南 3
上杉 海斗 砥部 5 武村 亮汰 久米 3 大西 茉那 砥部 5 篠原 ひより 三津浜 3
濵田 悠吾 港南 5 二宮 孝文 久米 5 橘 咲良 道後 5 久保 有希 砥部 5
松本 蓮司朗 港南 5 西岡 慶豊 港南 5 池内 歩実 余土 5 河野 のぞみ 北条南 5
羽藤 良真 済美平成 9 呉本 恵大 東 5 渡部 るな 北条北 9 辻井 美羽 南 5
宮谷 然 港南 9 野々宮 将人 三津浜 5 國塚 璃莉 鴨川 9 高田 果南 北条南 5
田中 涼雅 鴨川 9 橋本 蒼士 雄新 9 山﨑 心遥 松西中等 9 宮上 桃子 久米 9
野本 虎太郎 内宮 9 﨑山 友一朗 東 9 横林 さつき 北条北 9 井上 穂美 三津浜 9
門脇 誠茉 港南 9 近藤 悠音 港南 9 渡邉 こころ 砥部 9 豊田 陽菜 北条北 9
大野 陽稀 椿 9 西尾 颯太 重信 9 井藤 美月 三津浜 9 村上 日莉 余土 9
松本 悠斗 三津浜 9 山田 羚太 北条南 9 秋山 瑠那 三津浜 9 井川 由蘭 余土 9
萩山 瑞樹 港南 9 土居 琉惺 東 9 福井 桜暖 西 9 植田 菜優 道後 9
影岡 奏汰 余土 17 川村 憲伸 道後 9 三山 媛 松西中等 17 松本 梨々香 三津浜 9
呉 博 道後 17 河邊陽斗 城西 9 三浦 優衣奈 雄新 17 生島 玲那 北条北 9
河野 至容 道後 17 大西暁仁 城西 17 久保山 ことの 道後 17 溝田 みこの 南 17
岡崎 倫太郎 道後 17 河野 雲仁 東 17 福本 佑桜 重信 17 大野 茄菜 内宮 17
林 純也 東 17 林 蒼琉 南第二 17 寺島　彩未 椿 17 吉田 真桜 鴨川 17
菅 脩也 南 17 山本 丈琉 南第二 17 井上 彩環 余土 17 重松 絢干 小野 17
秋川 奏翔 とうおん卓球教室 17 白石 充 重信 17 門田 芽衣 港南 17 森山 優未 北条南 17
德永 惇幸 椿 17 大枝 健人 松西中等 17 杉原 舞 南第二 17 中澤 橙子 松西中等 17
大西 汰芽 高浜 17 竹下 昊汰 小野 17 若井 唯 椿 17 前田 さくら 雄新 17
青野 煌大 道後 17 稲田 奏気 西 17 高岡 真麻 重信 17 池永 そら 砥部 17
福見 颯太郎 雄新 17 上坂 晄翔 北 17 髙本 夏帆 砥部 17 松本 りお 道後 17
久枝 功征 港南 17 平山 琥龍 北 17 栗山 泉 余土 17 髙内 杏美 南 17
武林 和優 小野 17 大野 魁聖 三津浜 17 浦野 結万 雄新 17 松下 千紘 内宮 17
西山 悠稀 岡田 17 河合 優斗 小野 17 三好 依緒理 内宮 17 村上 みそら 久米 17
大﨑 友晴 岡田 17 上路 春斗 砥部 17 河野 夢月 余土 17 久保 茉奈美 砥部 17
渡部 凱斗 北条南 17 天崎 大地 三津浜 17 大西 志茉 椿 17 越智 志有 北条北 17
乘松 里志 南第二 33 新平 詠大 椿 17 黒河 桃花 重信 薦 呑田 結夢 小野 17
大下 優希 三津浜 33 八田 海斗 雄新 17 山本 愛真 砥部 薦 板垣 侑花 鴨川 17
松岡 琉唯 港南 33 中岡 駿斗 内宮 33 林 愛耶音 西 薦 今廣 紅葉 三津浜 薦
三好 虹輝 松西中等 33 谷本 悠斗 余土 33 大森 悠希 砥部 薦 金本 麻央 南 薦
矢野 凪音 愛光 33 岡本 健斗 高浜 33 仙波 桃奈 椿 薦 明坂 七愛 久米 薦
河野 晴大 道後 33 渡部 蒼來 鴨川 33 佐川 ななみ 津田 薦 二宮 佳穂 小野 薦
山﨑 太陽 松西中等 33 仲岡 篤杜 港南 33 曽我部 紗弥 松西中等 薦 花岡 杏奈 重信 薦
郷田 琉音 岡田 33 田村 悠宇 桑原 33 藤井 七香 松西中等 薦 奥浦 璃桜 津田 薦
石丸 葵晴 内宮 33 上松 大輝 北 33 井上 眞菜美 道後 薦 今井 莉沙 内宮 薦
芳野 莉久 鴨川 33 門田 雄志郎 港南 33 中崎 唱 久米 薦 門田 朱莉 砥部 薦
二宮 優悟 拓南 33 篠田 太郎 小野 33 宮谷 央花 重信 薦 武智 杏菜 南 薦
中山 翔斗 高浜 33 有光 陽向 椿 33 松田 留依 港南 薦 西本 香莉菜 鴨川 薦
山元 蒼大 勝山 33 宮﨑 豪志 椿 33 粂野 芙羽 椿 薦 中岡 優里 小野 薦
渡部 創 高浜 33 玉井 瑛 拓南 33 石川 みらい 港南 薦 上岡 実苺 砥部 薦
渡部 智大 重信 33 畠下 雄成 東 33 加藤 茉依 道後 薦 川崎 結衣 余土 薦
塩谷 拓道 愛光 33 武智 飛向 久米 33 福壽 愛子 勝山 薦 光宗 桃 内宮 薦
久保 天太 北条南 33 坂井 稀迅 砥部 33 土手 莉里子 鴨川 薦
谷尾 悠輝 岡田 33 梶野 翔舞 岡田 33
熊野 甫 勝山 33 福岡 凜太郎 済美平成 33
ブサル 旭人 東 33 藤田 朔也 松前 33
渡邊 勝志 高浜 33 辻 悠杜 内宮 33
島田 一輝 中島 33 村上 耕太郎 内宮 33
吉田 薫 松前 33 坂本 陸 南 33
岡本 未来斗 鴨川 33 朝來 晃汰 三津浜 33
一宮 佑輔 松前 33 野間 勇太 鴨川 33
宇都宮 奏杜 重信 33 重見 啓斗 小野 33
上田 大貴 西 33 近藤 碧風 東 33
利岡 正規 久米 33 藤原 侑瑞樹 港南 33
德居 旺 松西中等 33 小林 亮太 道後 33
平野 遥真 城西 33 佐々木 正心 砥部 33
丸山 耕氏朗 南 33 野本 千貴 椿 33
松本 侑磨 松前 33 上甲 湊陽 高浜 33

山田 龍雅 久米 33
西原 凱稀 椿 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４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

　７月２６日（火）に開催された標記大会の結果、下表の選手が８月１１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、２６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。（例外あり）

男子１４歳以下



令和４年７月２７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
秋川 奏翔 とうおん卓球教室 17 中城 瑛貴 勝山 推 田中 沙和 小野 推 中川華帆 美川 推
田口 昊侑 三津浜 推 武田 優雅 城西 推 寺島 彩未 椿 17 和田 心 南第二 推
松本 悠斗 三津浜 9 河邊陽斗 城西 9 若井 唯 椿 17 小原 沙南 南第二 推
大下 優希 三津浜 33 大西暁仁 城西 17 大西 志茉 椿 17 吉田 真桜 鴨川 17
矢野 凪音 愛光 33 川村 侑生 附属 推 仙波 桃奈 椿 薦 板垣 侑花 鴨川 17
塩谷 拓道 愛光 33 野々宮 将人 三津浜 5 粂野 芙羽 椿 薦 西本 香莉菜 鴨川 薦
西山 悠稀 岡田 17 大野 魁聖 三津浜 17 國塚 璃莉 鴨川 9 土手 莉里子 鴨川 薦
大﨑 友晴 岡田 17 天崎 大地 三津浜 17 中崎 唱 久米 薦 宮上 桃子 久米 9
郷田 琉音 岡田 33 朝來 晃汰 三津浜 33 門田 芽衣 港南 17 村上 みそら 久米 17
谷尾 悠輝 岡田 33 梶野 翔舞 岡田 33 松田 留依 港南 薦 明坂 七愛 久米 薦
田中 涼雅 鴨川 9 渡部 蒼來 鴨川 33 石川 みらい 港南 薦 新田 美心 三津浜 1
芳野 莉久 鴨川 33 野間 勇太 鴨川 33 井藤 美月 三津浜 9 篠原 ひより 三津浜 3
岡本 未来斗 鴨川 33 岡田 陸空 久米 3 秋山 瑠那 三津浜 9 井上 穂美 三津浜 9
利岡 正規 久米 33 武村 亮汰 久米 3 西部 希美 重信 3 松本 梨々香 三津浜 9
大塚 由樹斗 港南 2 二宮 孝文 久米 5 福本 佑桜 重信 17 今廣 紅葉 三津浜 薦
濵田 悠吾 港南 5 武智 飛向 久米 33 高岡 真麻 重信 17 花岡 杏奈 重信 薦
松本 蓮司朗 港南 5 山田 龍雅 久米 33 黒河 桃花 重信 薦 重松 絢干 小野 17
宮谷 然 港南 9 田村 悠宇 桑原 33 宮谷 央花 重信 薦 呑田 結夢 小野 17
門脇 誠茉 港南 9 灘野 圭一郎 港南 推1 福壽 愛子 勝山 薦 二宮 佳穂 小野 薦
萩山 瑞樹 港南 9 西岡 慶豊 港南 5 鈴木 幸織 松西中等 5 中岡 優里 小野 薦
久枝 功征 港南 17 近藤 悠音 港南 9 山﨑 心遥 松西中等 9 中澤 橙子 松西中等 17
松岡 琉唯 港南 33 仲岡 篤杜 港南 33 三山 媛 松西中等 17 奥浦 璃桜 津田 薦
泉 敬翔 高浜 3 門田 雄志郎 港南 33 曽我部 紗弥 松西中等 薦 久保 有希 砥部 5
大西 汰芽 高浜 17 藤原 侑瑞樹 港南 33 藤井 七香 松西中等 薦 池永 そら 砥部 17
中山 翔斗 高浜 33 岡本 健斗 高浜 33 福井 桜暖 西 9 久保 茉奈美 砥部 17
渡部 創 高浜 33 上甲 湊陽 高浜 33 林 愛耶音 西 薦 門田 朱莉 砥部 薦
渡邊 勝志 高浜 33 福岡 凜太郎 済美平成 33 佐川 ななみ 津田 薦 上岡 実苺 砥部 薦
羽藤 良真 済美平成 9 西尾 颯太 重信 9 大西 茉那 砥部 5 植田 菜優 道後 9
渡部 智大 重信 33 白石 充 重信 17 渡邉 こころ 砥部 9 松本 りお 道後 17
宇都宮 奏杜 重信 33 竹下 昊汰 小野 17 髙本 夏帆 砥部 17 大野 茄菜 内宮 17
山元 蒼大 勝山 33 河合 優斗 小野 17 山本 愛真 砥部 薦 松下 千紘 内宮 17
熊野 甫 勝山 33 篠田 太郎 小野 33 大森 悠希 砥部 薦 今井 莉沙 内宮 薦
武林 和優 小野 17 重見 啓斗 小野 33 小林 明日香 道後 3 光宗 桃 内宮 薦
三好 虹輝 松西中等 33 大枝 健人 松西中等 17 橘 咲良 道後 5 辻井 美羽 南 5
山﨑 太陽 松西中等 33 藤田 朔也 松前 33 久保山 ことの 道後 17 溝田 みこの 南 17
德居 旺 松西中等 33 稲田 奏気 西 17 井上 眞菜美 道後 薦 髙内 杏美 南 17
吉田 薫 松前 33 玉井 瑛 拓南 33 加藤 茉依 道後 薦 金本 麻央 南 薦
一宮 佑輔 松前 33 長曽我部 雄大 津田 2 三好 依緒理 内宮 17 武智 杏菜 南 薦
松本 侑磨 松前 33 新平 詠大 椿 17 安宅 里加 南 1 三根生 宝 北 2
平野 遥真 城西 33 有光 陽向 椿 33 杉原 舞 南第二 17 重見 依知花 北条南 3
上田 大貴 西 33 宮﨑 豪志 椿 33 小山 莉奈 北条南 2 河野 のぞみ 北条南 5
二宮 優悟 拓南 33 野本 千貴 椿 33 渡部 るな 北条北 9 高田 果南 北条南 5
島田 一輝 中島 33 西原 凱稀 椿 33 横林 さつき 北条北 9 森山 優未 北条南 17
大野 陽稀 椿 9 上路 春斗 砥部 17 三浦 優衣奈 雄新 17 豊田 陽菜 北条北 9
德永 惇幸 椿 17 坂井 稀迅 砥部 33 浦野 結万 雄新 17 生島 玲那 北条北 9
上杉 海斗 砥部 5 佐々木 正心 砥部 33 池内 歩実 余土 5 越智 志有 北条北 17
林 純也 東 17 呉本 恵大 東 5 井上 彩環 余土 17 前田 さくら 雄新 17
ブサル 旭人 東 33 﨑山 友一朗 東 9 栗山 泉 余土 17 村上 日莉 余土 9
松浦 航大 道後 5 土居 琉惺 東 9 河野 夢月 余土 17 井川 由蘭 余土 9
呉 博 道後 17 河野 雲仁 東 17 川崎 結衣 余土 薦
河野 至容 道後 17 畠下 雄成 東 33
岡崎 倫太郎 道後 17 近藤 碧風 東 33
青野 煌大 道後 17 川村 憲伸 道後 9
河野 晴大 道後 33 小林 亮太 道後 33
野本 虎太郎 内宮 9 中岡 駿斗 内宮 33
石丸 葵晴 内宮 33 辻 悠杜 内宮 33
田中 歩夢 南 3 村上 耕太郎 内宮 33
菅 脩也 南 17 坂本 陸 南 33
丸山 耕氏朗 南 33 林 蒼琉 南第二 17
乘松 里志 南第二 33 山本 丈琉 南第二 17
小池 晟也 北 1 上坂 晄翔 北 17
渡部 凱斗 北条南 17 平山 琥龍 北 17
久保 天太 北条南 33 上松 大輝 北 33
福見 颯太郎 雄新 17 山田 羚太 北条南 9
影岡 奏汰 余土 17 橋本 蒼士 雄新 9

八田 海斗 雄新 17
谷本 悠斗 余土 33

令和４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


