
令和４年度　全国高等学校総合体育大会兼近畿高等学校卓球選手権大会奈良県予選

令和4年5月28･29日

ロートアリーナ奈良/南部生涯SC

女子シングルス (1)

1 松本悠良 (奈良女子) 廣瀬結菜 (奈良女子) 37

2 松井 さくら (生駒) 田彩音 (奈良情報商業・商業) 38

3 宮田莉咲 (香芝) 蝦原 舞 (磯城野) 39

4 坂本汐里 (奈良北) 青田真奈 (畝傍) 40

5 寺中 栞 (西大和学園) 林田瑠菜 (香芝) 41

6 田中陽菜 (高田商業) 西山芽衣 (生駒) 42

7 梶本実花 (磯城野) 藤本陽花 (桜井) 43

8 橋本陽菜 (郡山) 平山咲菜 (五條) 44

9 岡田 奈乙美 (帝塚山) 長野 日世利 (帝塚山) 45

10 花﨑叶実 (桜井) 田中 咲 (高田) 46

11 今中優月 (奈良) 谷口鈴奈 (奈良北) 47

12 福岡未菜 (高田) 平松杏子 (奈良) 48

13 抽冬 千鶴代 (五條) 山下香子 (大淀・吉野・奈良南) 49

14 中井戸 栞莉 (奈良情報商業・商業) 中野 涼 (郡山) 50

15 福岡希姫 (二階堂) 島川真歩 (一条) 51

16 森永愛梨 (奈良育英) 新原優花 (奈良学園) 52

17 ｂｙｅ 今西来華 (高田商業) 53

18 前田理桜 (畝傍) 祢宜田 恭江 (奈良女子) 54

19 田中愛莉 (奈良女子) 東田晴花 (奈良女子) 55

20 岡田弥尋 (橿原) ｂｙｅ 56

21 板橋愛夏 (高田) 林 日葉里 (西大和学園) 57

22 南本 紗都莉 (奈良学園) 中山晏実 (香芝) 58

23 大西美欧 (奈良) 藤倉萌菜 (二階堂) 59

24 野崎優菜 (桜井) 近本茉緒 (帝塚山) 60

25 芝野 なな実 (帝塚山) 小坂泉水 (奈良北) 61

26 巽 陽菜 (磯城野) 倉永侑希 (高田) 62

27 辰巳 空 (大淀・吉野・奈良南) 前田 空 (生駒) 63

28 小川百花 (高田商業) 守屋花奈 (奈良) 64

29 石田愛絵 (添上) 瀨村雪乃 (桜井) 65

30 羽坂優来 (生駒) 早田りみ (五條) 66

31 岡田千桜 (畝傍) 山口優妃 (橿原) 67

32 福井真優 (香芝) 林 里音 (高取国際) 68

33 天野来美 (奈良北) 竹本幸未 (郡山) 69

34 山崎琴音 (天理) 天正 瞳 (畝傍) 70

35 村上夏望 (郡山) 田口音羽 (奈良学園登美ヶ丘) 71

36 地福文香 (奈良女子) 藤井藍良 (添上) 72



令和４年度　全国高等学校総合体育大会兼近畿高等学校卓球選手権大会奈良県予選

令和4年5月28･29日

ロートアリーナ奈良/南部生涯SC

女子シングルス (2)

73 山口愛世 (奈良女子) 相場晴日 (高田) 109

74 楫 楓羽香 (桜井) 長谷川 有沙 (大淀・吉野・奈良南) 110

75 麻生真緒 (帝塚山) 岩倉優衣 (高取国際) 111

76 田中日和 (天理) 鎌田知里 (畝傍) 112

77 春日裕美 (郡山) 尾種生玲 (天理) 113

78 大鳥颯香 (奈良学園) 船津愛美 (奈良北) 114

79 西沼 結 (奈良育英) 峯林由芽 (高田商業) 115

80 有働愛加 (生駒) 岡村和奏 (桜井) 116

81 辰巳優月 (高田商業) 内山菜月 (奈良学園) 117

82 竹田 あかり (香芝) 藁田奈穂 (郡山) 118

83 黒木陽葵 (奈良北) 岡本彩花 (香芝) 119

84 石田 ひなの (西大和学園) 森下陽日 (奈良女子) 120

85 市川紗葵 (磯城野) 上島碧衣 (奈良) 121

86 盛島亜希 (奈良情報商業・商業) 北村彩季 (磯城野) 122

87 山中優希 (奈良) 荒井 くらら (帝塚山) 123

88 松田 佳那 (高田) 田中莉杏 (一条) 124

89 ｂｙｅ 上林 なつみ (添上) 125

90 河尻紋花 (畝傍) 久保田 愛梨 (生駒) 126

91 池田亜衣 (奈良女子) 樫内一葉 (高田) 127

92 井上綾香 (五條) ｂｙｅ 128

93 嶋田和実 (奈良) 中堀柚希 (帝塚山) 129

94 中井愛実 (畝傍) 田平日和 (奈良学園) 130

95 雀ヶ野 沙紀 (添上) 岡﨑 満里奈 (五條) 131

96 田村中李 (高田) 乾 愛樺 (高田商業) 132

97 赤野世奈 (香芝) 相坂奈那 (生駒) 133

98 植嶋佳子 (王寺工業) 西端愛子 (郡山) 134

99 神田 菫 (奈良学園登美ヶ丘) 寺田結香 (奈良育英) 135

100 宮木乃朱 (奈良情報商業・商業) 松村有紗 (香芝) 136

101 正司茉奈 (奈良北) 西谷心暖 (磯城野) 137

102 松下露海 (帝塚山) 倉西葉楼 (橿原) 138

103 杉本 有妃子 (桜井) 虎太美樹 (西大和学園) 139

104 鎌谷華詩 (郡山) 井上鈴花 (奈良情報商業・商業) 140

105 花尾歩美 (生駒) 岡本歩実 (奈良) 141

106 枝松理子 (高田商業) 山森夏希 (桜井) 142

107 深谷結菜 (二階堂) 沖 陽菜 (奈良北) 143

108 谷上由衣 (橿原) 相場菜月 (畝傍) 144


