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(静岡学園) 9648 深沢 大陽1 (浜松修学舎) 渡井丈人土2

(知徳) 94

47 寺田　基輝3 (静岡東) 丸田 季生2 (浜松工) 95

46 土屋　諒真3 (下田) 鈴木　一穂2

(御殿場南) 92

45 三浦 智広3 (浜松東) 岩井 柊弥2 (浜松修学舎) 93

44 赤坂　庸光2 (日大三島) 渡邉　明寛3

(加藤学園) 90

43 青嶋　遼2 (静岡学園) 村田　航輝3 (島田樟誠) 91

42 北川　詠一2 (島田樟誠) 大内　量順3

(静岡学園) 88

41 須山　真聡3 (沼津東) 袴田 昇太3 (浜松商) 89

40 井上 翔太3 (浜松修学舎) 山口　享也3

(浜松修学舎) 86

39 藤田 隼人2 (浜松工) 峰澤　卓巳3 (静岡東) 87

38 田中　克晴2 (富士東) 岡田 直也3

(日大三島) 84

37 藤井　祐作3 (静岡学園) 山﨑　功裕3 (御殿場南) 85

36 大高 圭人3 (浜松修学舎) 井伊　輝1

(浜松学芸) 82

35 土屋　祐大3 (日大三島) 鈴木　翔太2 (島田) 83

34 常葉　克尚3 (清水西) 大久保陽広1

(沼津高専) 80

33 平林　大青1 (静岡学園) 大塚　奎寿2 (静岡学園) 81

岡田 健汰3 (浜松修学舎) 79

32 雨澤　洸武3 (市立沼津) 平沢　朋幹2

(清水国際) 77

30 望月　凌3 (静岡北) 加藤　貴明1 (沼津東) 78

鈴木 章太3 (浜松北) 76

29 岡本　朋也3 (御殿場南) 薮崎　翔1

28 濱 涼太3 (浜松商)

Ｂ Ｄ

31 平野 絢哉2 (浜松東)

(御殿場南) 74

27 山桐 悠馬2 (浜松南) 小林　佑旭2 (静岡北) 75

26 杉山　尚3 (御殿場西) 岡本　征成3

(静岡学園) 72

25 楊　奇真2 (静岡学園) 山本 涼馬2 (浜松修学舎) 73

24 岡田 聖世1 (浜松修学舎) 手塚　元彌1

(富士東) 70

23 望月　敬斗2 (清水国際) 池田 翔太3 (浜松城北工) 71

22 谷　直輝3 (沼津東) 伊澤　弘至3

(島田) 68

21 船木 歩彦1 (浜松西) 井伊　唯斗3 (日大三島) 69

20 水野　惇2 (静岡学園) 櫻井　海宗3

(浜松修学舎) 66

19 岡村　拓3 (日大三島) 馬淵 龍2 (浜松商) 67

18 林 航暉3 (浜松商) 原 健人3

(清水国際) 64

17 太田　尚希2 (加藤学園) 板垣　遥都3 (沼津工) 65

16 鈴木礁太郎1 (静岡学園) 望月　力弥2

(浜松西) 62

15 斎藤　賢3 (富士東) 井原　青波2 (市立沼津) 63

14 手島　慶大2 (静岡東) 高木 葵2

(富士東) 60

13 倉橋 利弥2 (浜松修学舎) 安藤　智拓3 (静岡学園) 61

12 稲木　晨悟1 (静岡学園) 望月健太郎3

(浜松修学舎) 58

11 野方 大地1 (浜松修学舎) 山田　大記3 (清水国際) 59

10 石川　裕大3 (富士東) 榑松 健2

(加藤学園) 56

9 熊田　恒希2 (科学技術) 川島 弘季3 (浜松開誠館) 57

伊藤　哲平3 (静岡学園) 55

8 大木　貴智3 (下田) 藤森　大喜3

(誠恵) 53

6 高田　峻3 (清水国際) 遠藤　梓3 (島田) 54

宮口 響3 (浜松商) 52

5 堤　涼平3 (三島北) 神農　丈心3

4 小林 豊祈3 (浜松修学舎)

Ａ Ｃ

7 桑原 啓輔3 (浜松商)

(沼津東) 50

3 中西 啓太2 (浜松商) 前澤　太輔2 (清水西) 51

2 井上　泰斗3 (御殿場南) 多々良圭吾2

第６４回　静岡県高等学校体育大会卓球競技　男子シングルス

1 川上　尚也2 (静岡学園) 西村 星哉2 (浜松修学舎) 49
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(浜松修学舎) 9648 太田 舞花3 (浜松商) 大平 透子2

(藤枝北) 94

47 中村　春奈3 (日大三島) 野月　由貴2 (飛龍) 95

46 成岡　花野2 (静岡東) 嶋村有弥恵3

(島田商業) 92

45 南　和音3 (富士) 田代　茉希3 (御殿場南) 93

44 河合 理沙3 (浜松東) 大石　愛3

(静岡東) 90

43 秋山　英里3 (静岡) 早戸 凜1 (浜松学芸) 91

42 山本　琴瑛2 (清水国際) 大石　百恵1

(浜松市立) 88

41 佐野　友紀3 (富士) 藤巻　莉歩3 (日大三島) 89

40 松浦 京佳1 (浜松修学舎) 鳥居 史奈3

(三島南) 86

39 鈴木さやか2 (浜松市立) 中村 寛南3 (浜松東) 87

38 和田季来来2 (静岡北) 河合　風羽3

(浜松修学舎) 84

37 高岩　萌枝3 (日大三島) 松本みさと1 (清水国際) 85

36 松浦　鈴1 (清水国際) 渡邉 愛理3

(静岡商業) 82

35 鈴木まどか1 (浜松湖南) 中村　汐音3 (富岳館) 83

34 楠　真由香2 (富士東) 亀山　莉来3

(清水国際) 80

33 望月　美希1 (静岡東) 伊藤 未夢3 (湖西) 81

高橋　枝実1 (日大三島) 79

32 西村 櫻子3 (浜松商) 川嶋　菜月1

(加藤学園) 77

30 伊豆澤佑奈2 (日大三島) 能勢 笑佳3 (浜松東) 78

坂口　果歩3 (清水西) 76

29 中村 奈央3 (浜松南) 原田　麻耶3

28 杉村　果南2 (清水東)

Ｂ Ｄ

31 若塚　希帆3 (富士)

(浜松商) 74

27 佐尾亜由美2 (静岡市立) 加藤　美穂2 (静岡東) 75

26 大塚　澄怜3 (沼津東) 武田 未夢2

(加藤学園) 72

25 柴田 世菜3 (浜松修学舎) 武松　美衣3 (日大三島) 73

24 綾香　美佐3 (清水国際) 市川　日華3

(磐田北) 70

23 馬場 早穂2 (浜松東) 三保　綺香3 (静岡東) 71

22 前村　悠衣1 (日大三島) 松下 歌穂3

(浜松東) 68

21 石井　愛海2 (稲取) 植松　美咲2 (日大三島) 69

20 沢田和加奈3 (清流館) 高林 円花3

(浜松商) 66

19 野寄 華音1 (浜松市立) 大石　奈々3 (藤枝北) 67

18 池田　有寿2 (島田商業) 内藤ちはる3

(富士) 64

17 下田ことみ3 (日大三島) 杉本　早弥2 (清水国際) 65

16 疋田 彩乃2 (浜松修学舎) 若塚　志帆3

(島田商業) 62

15 白須　叶恋3 (加藤学園) 熊岡 千晃1 (浜松湖南) 63

14 倉島 那美3 (浜松東) 阿井　優香1

(浜松東) 60

13 松浦　彩3 (清水国際) 齊藤　結1 (日大三島) 61

12 江間　菜月2 (星陵) 竹村 麻歩2

(沼津商) 58

11 片山 侑貴1 (浜松商) 鈴木香緒里3 (清水東) 59

10 伏見　真奈3 (清水東) 二藤　莉乃3

(浜松南) 56

9 長田　美香2 (日大三島) 深澤　華捺3 (清水西) 57

原田　真央3 (日大三島) 55

8 瀨畑　唯杏2 (静岡東) 小出 知佳3

(静岡東) 53

6 海老名麻衣3 (湖西) 金子友紀野3 (星陵) 54

齋藤 まり3 (浜松商) 52

5 寺田　有那2 (静岡市立) 望月　智尋3

4 小川　朋恵3 (下田)

Ａ Ｃ

7 鈴木 菜那3 (浜松学芸)

(富士) 50

3 藪嵜　晶与3 (焼津中央) 竹下　智美3 (島田) 51

2 伊藤菜々紀3 (星陵) 土屋　季穂2

第６４回　静岡県高等学校体育大会卓球競技　女子シングルス

1 小林 瑞季3 (浜松修学舎) 大西瑚々那2 (浜松修学舎) 49


