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令和４年度 富山県高等学校総合体育大会テニス競技
6月4日（土）5日（日）6日（月） 岩瀬スポーツ公園テニスコート

男子シングルス

1 小野陽杜 (富一) 46 張田陽生 (富中)

2 野原勇輝 (高龍) 47 二俣智洋 (大門)

3 岩谷悠安 (富商) 48 石山萩翔 (魚工)

4 森内史杜 (富中) 49 藤永優心 (富北)

5 坂本来斗 (呉羽) 50 伊野裕聖 (富一)

6 山口琥大 (富一) 51 山崎悠斗 (富一)

7 永森暖人 (片山) 52 松林翔汰 (八尾)

8 和泉智郎 (富北) 53 前田惺信 (高岡)

9 佐藤颯 (八尾) 54 池田尋 (富西)

10 好川鼓汰郞  (氷見) 55 日野匠海 (富東)

11 山岸修輔 (国際) 56 萩原勇翔 (富商)

12 布村龍 (富東) 57 牧野宏倖 (富一)

13 髙田元 (大門) 58 藤田昂希 (富商)

14 野崎大吾 (富一) 59 摺崎豪 (国際)

15 田尻真一朗 (片山) 60 安田圭冴 (富東)

16 横田雄飛 (魚工) 61 三谷柊弥 (高龍)

17 貴堂創太 (富西) 62 羽座凛都 (高一)

18 平野了詩 (富南) 63 松本陽生 (氷見)

19 奥井亨志郎 (富北) 64 高信颯知 (高岡)

20 常田宗孝 (富中) 65 稲林蛍太 (呉羽)

21 川崎快晟 (高岡) 66 福島光湧 (富南)

22 山本煌太 (高一) 67 寺田遼喜 (片山)

23 高森涼平 (富一) 68 八木碧生 (富中)

24 竹内陽斗 (富中) 69 南陽音 (富東)

25 三浦慶大 (富東) 70 中野来人 (富西)

26 藤井光希 (呉羽) 71 萩原快翔 (富一)

27 藤枝悠璃 (魚工) 72 坂尻啓真 (富南)

28 佐賀勇威 (国際) 73 山下哩功 (富中)

29 野上歩夢 (大門) 74 中本瑠 (高龍)

30 谷井優人 (富西) 75 田邊尚生 (八尾)

31 村田隼 (富商) 76 服部京吾 (国際)

32 土田結月 (八尾) 77 吉田信 (高一)

33 依田新之助 (高一) 78 大野尊琉 (片山)

34 大野侑季 (富一) 79 戸川颯真 (大門)

35 伊東太悠 (富中) 80 早勢直人 (富北)

36 上羽琉登 (富東) 81 奥村風夢 (富一)

37 廣野大雅 (富南) 82 中田響 (高岡)

38 中田颯汰 (氷見) 83 度山蓮 (富東)

39 若尾一輝 (富一) 84 葛島聖 (呉羽)

40 金谷宗周 (高岡) 85 銅大和 (国際)

41 芝田昴生 (高龍) 86 鳴河佑哉 (片山)

42 大澤啓志 (片山) 87 南智也 (魚工)

43 澤本遥斗 (国際) 88 高松淳也 (富商)

44 今井遼太郎 (富北) 89 長岡航史 (富中)

45 茂住隼矢 (富一) 90 大鋸利哉 (氷見)

91 織田能毅 (富一)
〈シード順位決定戦〉



令和４年度 富山県高等学校総合体育大会テニス競技
6月4日（土）5日（日）6日（月） 岩瀬スポーツ公園テニスコート

女子シングルス

1 上田夏鈴 (富中) 43 福井優葵 (富北)

2 野﨑彩花 (国際) 44 宮本梛由 (富南)

3 髙畠彩未 (富北) 45 勢濃未紗稀 (富東)

4 今市実希 (氷見) 46 長原加奈 (雄山)

5 村上紗世 (八尾) 47 土肥千織 (富一)

6 毛利日想花 (富い) 48 大毛利花凛 (富中)

7 川崎景子 (富東) 49 立村栞理 (八尾)

8 栂瀬織 (富一) 50 津野心咲 (富西)

9 齊藤月泉 (高岡) 51 山岸奈央 (呉羽)

10 宮原果恋 (富西) 52 堀鈴菜 (高岡)

11 谷口綾香 (富商) 53 水口世梨 (国際)

12 加藤萌愛 (富北) 54 岡本ひなの (富東)

13 北島彩衣 (富東) 55 髙田瑞希 (富商)

14 小谷彩乃 (高一) 56 木下美成 (富北)

15 小田島唯 (富中) 57 山田悠月 (富南)

16 山崎みゆき (呉羽) 58 種昻しのぶ (富中)

17 池上真菜 (富南) 59 大﨑詩生 (高一)

18 飛弾和香 (富い) 60 能川沙耶 (国際)

19 石原萠 (雄山) 61 草切結羽 (富い)

20 菅田千裕 (富商) 62 濱井優奈 (氷見)

21 大﨑理湖 (富一) 63 菅谷結菜 (富北)

22 奥野叶望 (国際) 64 堀内実稀 (富北)

23 吉田真唯 (呉羽) 65 植田栞凪 (富中)

24 柴田奈々 (富北) 66 藤井萌々夏 (富西)

25 加藤結菜 (富南) 67 角井日莉 (氷見)

26 山川ひな (富西) 68 本多綾音 (高一)

27 米澤乃愛 (氷見) 69 松嶋綺羅 (富い)

28 宮村華 (雄山) 70 三輪瑠香 (富東)

29 西嶋優梨 (富東) 71 久保雫 (富一)

30 河岸桜子 (富中) 72 早瀬うらら (富北)

31 林美奈江 (富北) 73 植田夏帆 (富南)

32 西村優奈 (富北) 74 大井春佳 (富北)

33 手塚心楼 (富東) 75 山下のぞ美 (雄山)

34 今本珠里奈 (国際) 76 深浦李心 (高岡)

35 山城舞華 (富商) 77 清水ゆう子 (呉羽)

36 山森奏和 (富い) 78 山﨑美羽 (高一)

37 森本くるみ (富中) 79 水野那海 (富東)

38 村井彩乃 (富東) 80 小林千紘 (国際)

39 松田美憂 (八尾) 81 砂田捺帆 (富商)

40 西部依音 (高岡) 82 長澤百香 (八尾)

41 湯浅ひなた (高一) 83 荒井玲香 (富一)

42 草東芭奈 (富一) 84 伊藤千遥 (富中)

〈シード順位決定戦〉


