
第７７回国民体育大会卓球競技 函館地区予選

函館アリーナ

男子シングルス (1)

阿部

（函館大谷）

1-3 古池

決勝戦

令和4年5月8日

阿部

46

庭田理玖 (函館中部) 47

(浜分中) 45

44

42

(ＭＣクラブ) 41

40

38

(長万部中) 37

36

34

(有斗)

23 北村昇暉 (函館大谷) 永谷稜悟 (函館商業)

斉藤修佑 (函館西)

22 山本晄遙 (函館商業) 松岡悠汰

21 上山煌月 (浜分中)

20 小林海 (函館中部) ｂｙｅ 43

19 新井敬裕 (市立函館) 旭星凪 (函館大谷)

杉本栞汰 (附属中)

18 松山誓太 (函館大谷) 江間斗磨

17 武田悠羽 (有斗)

16 松川哲聖 (函館水産) 坂本大斗 (函館水産) 39

35

15 長谷川将冴 (函館西) 兵吾佳泰 (函館中部)

神尾璃空 (函館大谷)

14 後木拓生 (函館中部) 小山玖生雅

13 森義貴 (附属中)

11 成田陸人 (函館大谷) 島津大陸斗 (函館中部)

12 鳥羽賢蔵 (函館大谷) 小原奏杜 (函館大谷)

釜萢ヒライ (柏稜) 32

10 阿部尊 (浜分中) 多田流聖

9 吉村颯太 (長万部中)

33

8 坂田晄士朗 (附属中) 金子璃久 (浜分中) 31

7 横山新音 (函館大谷) 山本逞 (函館大谷) 30

ｂｙｅ 28

6 江田尚弘 (市立函館) 八田凌雅

5 井川凌 (函館西)

(市立函館) 29

4 菅田優樹 (函館水産) 鎌田健生 (附属中) 27

3 和田楓 (柏稜) 糸屋将道 (函館西) 26

髙橋楓弥 (函館大谷) 24

2 長瀨優希 (函館中部) 安藤琥珀

1 阿部力 (函館大谷)

(函館水産) 25



第７７回国民体育大会卓球競技 函館地区予選

函館アリーナ

男子シングルス (2)

古池

（函館大谷）

令和4年5月8日

94

71 小笠原孔雅 (函館大谷)

(市立函館) 93

70 山村柚稀 (函館商業) 古池祐太 (函館大谷)

廣澤優詩 (函館西) 92

69 福島蓮斗 (柏稜) 吉田亮太

68 赤石雷恩 (浜分中)

67 ｂｙｅ 森博仁 (函館中部) 91

66 竹田俊介 (函館大谷) 名本昂生 (浜分中) 90

竹澤星矢 (柏稜) 88

65 深田正義 (函館西) 越智陸斗

64 藤谷洋汰 (市立函館)

(函館大谷) 89

63 小林知馬 (函館中部) 上山侑晏 (浜分中) 87

62 館山涼斗 (函館水産) 稲舩悠斗 (函館中部) 86

菊池僚真 (函館大谷) 84

61 柴田倫采 (附属中) 藤山櫂

60 佐藤悠飛 (函館大谷)

(有斗) 85

59 柴田翔人 (函館大谷) 山田叶翔 (函館大谷) 83

58 三上晃生 (函館中部) 小西紹太朗 (附属中) 82

加藤麗 (函館大谷) 80

57 鳥居天翔 (有斗) 武田惇羽

56 岩﨑晴心 (附属中)

(ＭＣクラブ) 81

55 澤村優希 (浜分中) 濱市竜也 (函館水産) 79

54 斉藤羽瑠 (市立函館) 齊藤和弥 (柏稜) 78

ｂｙｅ 76

53 山本雄大 (函館大谷) 金曽雄夏

52 ｂｙｅ

(函館中部) 77

51 山崎愛翔 (函館水産) 工藤壱伸 (市立函館) 75

50 津山幸太 (函館西) 小野寺颯汰 (浜分中) 74

梅本蓮 (函館大谷) 72

49 川瀬優生 (長万部中) 小山内義心

48 島本達也 (函館大谷)

(長万部中) 73



第７７回国民体育大会卓球競技 函館地区予選

函館アリーナ

女子シングルス

岩崎ひまり

(函館中部)

54

令和4年5月8日

(函館商業) 53

27 岩崎ひまり (函館中部) 冨樫優芽 (函館大妻)

中山夏妃 (函館大谷) 52

26 齊藤和音 (函館大妻) 佐藤煌

25

50

24 宝福紗香 (函館西) 大森瑠衣 (市立函館) 51

23 江端佳澄 (七飯) 中川悠 (七飯)

中嶋結実 (柏稜)

松田乙夏 (ＭＣクラブ) 48

22 ｂｙｅ 前田心乃美

21 栁谷凜 (市立函館)

(函館中部) 49

20 越後谷涼 (函館大妻) 野村香真 (函館大谷) 47

19 ｂｙｅ 佐々木菜奈 (遺愛女子) 46

佐藤楓香 (函館大妻) 44

18 山田あかり (函館中部) 服部芽

17 久保田絢音 (函館大谷)

(函館大妻) 45

16 浅山咲良 (遺愛女子) 戸内彩乃 (附属中) 43

15 笹木真優 (函館商業) 細谷琴音 (函館中部) 42

竹谷麗菜 (函館商業) 40

14 北山春妃 (ＭＣクラブ) 境彩華

13 福田幸生 (函館中部)

(ＭＣクラブ) 41

12 小中琉那 (七飯) 工藤七海 (函館大谷) 39

11 佐藤春心 (函館大妻) 鈴木舞 (函館中部) 38

ｂｙｅ 36

10 柄澤華 (函館商業) 大住杏菜

9 久慈真奈加 (函館大谷)

(七飯) 37

8 二本柳凜 (函館大妻) 小本星梨菜 (函館大妻) 35

7 清水麻央 (市立函館) 若林美初 (函館大妻) 34

西村まりあ (函館商業) 32

6 手塚莉桜 (八雲中)

5 小林眞緒 (附属中)

ｂｙｅ 33

4 三島凪 (函館大妻) 成田梨乃 (函館西) 31

3 岩島愛果 (遺愛女子) 木村琉里 (浜分中) 30

加茂瑞姫 (市立函館) 28

2 小林寿々菜 (函館商業) 平尾優芽

1 藤田梨瑚 (函館大谷)

(函館大谷) 29



第７７回国民体育大会卓球競技 函館地区予選

函館アリーナ

男子シングルス 代表決定戦

3 3

0 3 3 1

3-0
3 0 0 1
1 3

＜北海道予選会代表権獲得者（男子）＞

※　昨年度北海道の主要大会でランキングを獲得したため，函館地区予選を免除

12 越智 (函館大谷)

10 島本 (函館大谷)

11 髙橋 (函館大谷)

8 江間 （MCクラブ）

9 江田 (市立函館)

6 鳥羽 (函館大谷)

7 柴田 (函館大谷)

4 小原 (函館大谷)

5 山田 (函館大谷)

※ 中村 孔弥 (南茅部少年団)

1 古池 (函館大谷)

2 阿部 (函館大谷)

※ 林　　馨 (函館大谷)

3 小笠原 (函館大谷)

47 庭田理玖 (函館中部) 越智陸斗 (函館大谷) 89

佐藤悠飛 (函館大谷) 60

24 髙橋楓弥 (函館大谷) 梅本蓮 (函館大谷) 72

6 江田尚弘 (市立函館)

18 松山誓太 (函館大谷)

令和4年5月8日

島本達也 (函館大谷) 48



第７７回国民体育大会卓球競技 函館地区予選

函館アリーナ

女子シングルス代表決定戦

3 0
0 3 3 3

0-3
2 2
3 1 0 3

＜北海道予選会代表権獲得者（女子）＞

11 松田 (ＭＣクラブ)

12 宝福 (函館西)

9 境 (ＭＣクラブ)

10 藤田 (函館大谷)

7 三島 （大妻）

8 若林 （大妻）

5 北山 （MCクラブ）

6 佐々木 （遺愛）

3 二本柳 （大妻）

4 小本 （大妻）

2 冨樫 （大妻）

(函館大妻)

1 岩崎 （中部）

44

24 宝福紗香 (函館西) 松田乙夏 (ＭＣクラブ) 48

境彩華 (ＭＣクラブ) 41

17 久保田絢音(函館大谷) 佐藤楓香

11 佐藤春心 (函館大妻)

令和4年5月8日

1 藤田梨瑚 (函館大谷) 加茂瑞姫 (市立函館) 28


