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内藤俊斗･石垣琉羽 [島田樟誠] 51

加藤典汰･岩本大樹 [焼津中央] 50 101 永野大成･海野勇気 [科学技術]

杉村健斗･杉山太一 [静岡市立] 49 100 三輪優成･大坪良輔 [焼津中央]

平野友悠･杉山康介 [藤枝東] 48 99 青木悠佑･片山雄貴 [静岡北]

藤田侑真･小笠原将也 [科学技術] 47 98 倉池直人･太田堅心 [島田樟誠]

中野陽介･小鍋智大 [焼津中央] 46 97 塩谷淳･土切凰雅 [静岡市立]

原口椋成･山田翔央 [榛原] 45 96 大塚晏輝･杉村一颯 [焼津中央]

竹下風海･大池叡聖 [島田商] 44 95 遠藤拓海･鈴木悠 [清水桜が丘]

岩科敬汰･小栁颯太 [静岡北] 43 94 池谷理功･浦田葵 [藤枝東]

井門賢一･井村心施 [静岡市立] 42 93 飯塚大智･長谷川遼 [焼津中央]

渡邊力仁･堤晟之助 [清水桜が丘] 41 92 村田龍瞳･宮城侑里 [東海大翔洋]

ｸﾘｽﾁｬﾝｿﾝ･北堀葵大 [藤枝西] 40 91 伊藤快浬･有賀悠希 [静岡北]

岩堀祐大･齋藤碧惟 [東海大翔洋] 39 90 朝倉直人･片山敬斗 [榛原]

富田敦大･津島凰希 [焼津中央] 38 89 大塚翔太･福田天音 [焼津水産]

井上心･伏見　匠生 [静岡市立] 37 88 小林恒星･米原光海 [静岡大成]

田川陽斗･水谷悠楽 [榛原] 36 87 山下遼真･北川煌陽 [島田樟誠]

磯谷翼･望月楓真 [静岡大成] 35 86 八木将仁･吉野裕稀 [藤枝西]

河原崎遼･青野晃成 [藤枝東] 34 85 杉本海晟･佐藤匠 [焼津中央]

中島虎太郎･野田海翔 [静岡北] 33 84 加藤颯都･小泉朋哉 [静岡市立]

池原綾都･臼井春翔 [清水桜が丘] 32 83 中村来以夢･瀧間景惟 [東海大翔洋]

bye 31 82 武村駿汰･永嶋真人 [静岡市立]

市川碧月･関谷春人 [静岡北] 30 81 夏目駿･滝川陽太 [東海大翔洋]

西ヶ谷凛･増田一朗 [焼津水産] 29 80 望月飛勇･岩本悠都 [科学技術]

柴大智･神戸慎吾 [島田樟誠] 28 79 池谷幸喜･板木秀太 [藤枝東]

[静岡北]

石田恵翔･増田稜 [東海大翔洋] 27 78 大池法光･加藤怜也 [島田樟誠]

井上柊･原田悠大 [科学技術] 26
決勝

77 秋山綾太･杉山維吹

渡邉雄大･池田或斗 [静岡大成] 25 76 中島憂來･前澤展叶 [島田商]

山口草･三浦雄翔 [藤枝東] 24 75 瀧智琉･小野幹太 [藤枝西]

山田凌也･手塚和真 [科学技術] 23 74 鈴木心斗･増田涼吾 [榛原]

深澤輝将･飯塚聖渚 [静岡北] 22 73 目崎雄太･橋本歩夢 [東海大翔洋]

平川蒼悟･平野佑真 [東海大翔洋] 21 72 佐藤圭市･山本匠真 [静岡北]

増田優人･三好智晴 [藤枝西] 20 71 菅原聖太･天野孔太 [清水桜が丘]

山田瑞人･横山凱 [焼津中央] 19 70 山田健太･両田颯 [科学技術]

山下大介･栗田朝陽 [藤枝東] 18 69 成島瑞歩･藤野蒼馬 [焼津中央]

渡邉匠翔･柳室陽大 [静岡市立] 17 68 伊藤陽平･剣持翔太 [静岡市立]

神原吉平･小林千隼 [島田樟誠] 16 67 河合諒大･森田晄生 [藤枝東]

有石凌太･山本悠翔 [東海大翔洋] 15 66 大石千尋･吉田翔 [島田樟誠]

太田大和･大畑柾人 [焼津水産] 14 65 輿石健･木野音哉 [島田]

長谷川祐希･桑原浩平 [藤枝東] 13 64 森川貴史･田中清磨 [藤枝東]

野村幸誠･佐藤大至 [焼津中央] 12 63 増田遥斗･望月虎頼 [科学技術]

飯塚嶺･森房亮太 [静岡市立] 11 62 仲野桜太･原田瑞希 [静岡市立]

山梨雅睦･久那望 [東海大翔洋] 10 61 諸田尋斗･石原悠希 [藤枝西]

村田崚太郎･望月蒼太 [島田樟誠] 9 60 橋ヶ谷栞大･川口嘉斗 [焼津水産]

山本青空･茂津目壮汰 [清水桜が丘] 8 59 桐田遥斗･安達雄也 [榛原]

小室翔太･藤井徳包 [科学技術] 7 58 加勢田悠斗･助宗裕斗 [焼津中央]

新間大毅･北口涼介 [藤枝明誠] 6 57 柴田廣樹･生田光陽 [藤枝明誠]

大澤陸斗･桐田櫂斗 [榛原] 5 56 河野晃汰･大岡蒼空 [島田樟誠]

志田夢翔･望月柚希 [焼津水産] 4 55 松永航汰･川﨑敬太 [静岡北]

小林晃宏･平野快治 [藤枝東] 3 54 松浦亘希･大畑斐彩 [島田樟誠]

鈴木匠翔･内藤世理 [焼津中央] 2 53 市野涼真･岡村遼 [焼津中央]

令和４年度静岡県高等学校総合体育大会バドミントン競技中部地区予選会
2022/4/17

このはなアリーナ
男子ダブルス

望月拓馬･篠原匠輝 [静岡北] 1 52 杉山諒･渡邊友哉 [静岡大成]
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篠原匠輝 [静岡北] 64 128 杉山諒 [静岡大成]

宮城侑里 [東海大翔洋] 63 127 石原悠希 [藤枝西]

望月飛勇 [科学技術] 62 126 山本青空 [清水桜が丘]

増田優人 [藤枝西] 61 125 岩堀祐大 [東海大翔洋]

福田天音 [焼津水産] 60 124 ｸﾘｽﾁｬﾝｿﾝ [藤枝西]

鈴木悠 [清水桜が丘] 59 123 秋山綾太 [静岡北]

橋本歩夢 [東海大翔洋] 58 122 田川陽斗 [榛原]

池谷幸喜 [藤枝東] 57 121 橋ヶ谷栞大 [焼津水産]

原口椋成 [榛原] 56 120 原田瑞希 [静岡市立]

西ヶ谷凛 [焼津水産] 55 119 諸田尋斗 [藤枝西]

武村駿汰 [静岡市立] 54 118 太田堅心 [島田樟誠]

中島憂來 [島田商] 53 117 山田凌也 [科学技術]

山田瑞人 [焼津中央] 52 116 大池叡聖 [島田商]

倉池直人 [島田樟誠] 51 115 平野友悠 [藤枝東]

桑原浩平 [藤枝東] 50 114 水谷悠楽 [榛原]

渡邊友哉 [静岡大成] 49 113 成島瑞歩 [焼津中央]

杉本海晟 [焼津中央] 48 112 池原綾都 [清水桜が丘]

堤晟之助 [清水桜が丘] 47 111 井門賢一 [静岡市立]

小林恒星 [静岡大成] 46 110 小林晃宏 [藤枝東]

渡邉匠翔 [静岡市立] 45 109 内藤俊斗 [島田樟誠]

桐田櫂斗 [榛原] 44 108 池田或斗 [静岡大成]

望月柚希 [焼津水産] 43 107 中島虎太郎 [静岡北]

野田海翔 [静岡北] 42 106 助宗裕斗 [焼津中央]

両田颯 [科学技術] 41 105 井上柊 [科学技術]

平野佑真 [東海大翔洋] 40 104 中村来以夢 [東海大翔洋]

新間大毅 [藤枝明誠] 39 103 志田夢翔 [焼津水産]

大石千尋 [島田樟誠] 38 102 常木大幹 [藤枝西]

吉野裕稀 [藤枝西] 37 101 生田光陽 [藤枝明誠]

松永航汰 [静岡北] 36 100 片山敬斗 [榛原]

板木秀太 [藤枝東] 35 99 伊藤陽平 [静岡市立]

加勢田悠斗 [焼津中央] 34 98 河合諒大 [藤枝東]

菅原聖太 [清水桜が丘] 33 97 輿石健 [島田]

富田敦大 [焼津中央] 32 96 望月拓馬 [静岡北]

藤井徳包 [科学技術] 31 95 山田健太 [科学技術]

大塚翔太 [焼津水産] 30 94 齋藤碧惟 [東海大翔洋]

茂津目壮汰 [清水桜が丘] 29 93 米原光海 [静岡大成]

渡邉雄大 [静岡大成] 28 92 川口嘉斗 [焼津水産]

小林千隼 [島田樟誠] 27 91 遠藤拓海 [清水桜が丘]

剣持翔太 [静岡市立] 26 90 池谷理功 [藤枝東]

北堀葵大 [藤枝西] 25 89 永嶋真人 [静岡市立]

竹下風海 [島田商] 24 88 朝倉直人 [榛原]

原田悠大 [科学技術] 23 87 村田龍瞳 [東海大翔洋]

安達雄也 [榛原] 22 86 長谷川遼 [焼津中央]

瀧間景惟 [東海大翔洋] 21 85 八木将仁 [藤枝西]

柴田廣樹 [藤枝明誠] 20 84 神原吉平 [島田樟誠]

杉山維吹 [静岡北] 19 83 手塚和真 [科学技術]

加藤怜也 [島田樟誠] 18 82 岩科敬汰 [静岡北]

森川貴史 [藤枝東] 17 81 前澤展叶 [島田商]

大畑柾人 [焼津水産] 16 80 太田大和 [焼津水産]

飯塚大智 [焼津中央] 15 79 柴大智 [島田樟誠]

磯谷翼 [静岡大成] 14 78 桐田遥斗 [榛原]

天野孔太 [清水桜が丘] 13 77 平川蒼悟 [東海大翔洋]

吉田翔 [島田樟誠] 12 76 仲野桜太 [静岡市立]

目崎雄太 [東海大翔洋] 11 75 田中清磨 [藤枝東]

飯塚嶺 [静岡市立] 10 74 渡邊力仁 [清水桜が丘]

木野音哉 [島田] 9 73 津島凰希 [焼津中央]

柳室陽大 [静岡市立] 8 72 石垣琉羽 [島田樟誠]

深澤輝将 [静岡北] 7 71 北口涼介 [藤枝明誠]

石河彰吾 [藤枝西] 6 70 望月楓真 [静岡大成]

大澤陸斗 [榛原] 5 69 臼井春翔 [清水桜が丘]

杉山康介 [藤枝東] 4 68 川﨑敬太 [静岡北]

横山凱 [焼津中央] 3 67 三好智晴 [藤枝西]

増田一朗 [焼津水産] 2 66 山田翔央 [榛原]

令和４年度静岡県高等学校総合体育大会バドミントン競技中部地区予選会
2022/4/24

静岡市北部体育館
男子シングルス

永野大成 [科学技術] 1 65 海野勇気 [科学技術]



このはなアリーナ

(40) (56)

(1) (20)

(72) (80)

(2) (21)

(41) (57)

(3) (88) (92) (22)

(42) (58)

(4) (23)
(73) (81)

(5) (24)
(43) (59)

(96)
(98)

(44) (60)

(6) (25)
(74) (82)

(7) (26)
(45) (61)

(89)
(93)

(46) (27)

(8) (62)
(75)

(28)
(83)

(9)
(47)

(29)
(63)

(100) (101)

(48)

(10) (64)

(76) (30)

(11) (84)

(49) (31)

(12) (90) (65)

(94) (32)

(50)

(13) (66)
(77)

(33)
(85)

(14)
(51)

(34)
(97) (67)

(99)
(52)

(15) (68)
(78)

(35)
(86)

(16)
(53)

(36)
(69)

(91)

(17) (95)

(54) (37)

(18) (70)
(79)

(38)
(87)

(19)
(55)

(39)
(71)

(102) (103)

(104) (106)

(108) (109)

(105) (107)

(91) (95)

(90)
９位

(94)

(89) (93)

(88) (92)

(102) (103)
７位

(97)
５位

(99)

(96) (98)

103 滝井凛 ・柘植星奈 静岡大成

(100) (101)
３位

興津和花菜 ・森田夏希 静岡商 51 102 池田晴 ・池田紗彩 島田商

池田志季 ・鈴木璃音 島田 50 101 茂津目まなみ ・遠藤美優 清水桜が丘

長谷川未来 ・中山琴未 焼津中央 49 100 三原友佳 ・海野心結 静岡英和

伊久美樺保 ・阿南花 島田商 48 99 茂木咲恵 ・三浦百々羽 東海大翔洋

櫻井りみ ・武井夏美 金谷 47 98 中川茉夏 ・横田理緒 焼津中央

bye 46 97 松永莉音 ・岡本菖 静岡商

高橋杏奈 ・栗林穂佳 榛原 45 96 青木咲花 ・青嶋妃菜 静岡市立

三浦麗香 ・栗山由奈 静岡大成 44 95 清水華美 ・水野綺子 藤枝東

佐藤優衣 ・川添未怜 駿河総合 43 94 太田あんず ・柴本楓葵 島田商

石川愛莉 ・佐々木春菜 清水桜が丘 42 93 渡邊碧 ・紅林璃鈴 藤枝北

提坂実穂 ・吉田凜音 島田 41 92 天野月乃 ・土屋明日加 島田

松本聖菜 ・山田莉奈 藤枝西 40 91 渡邊真緒 ・下條瑠奈 島田樟誠

清水絵莉 ・笠井光 静岡女子 39 90 中山優杏 ・川本愛夏 清水桜が丘

入江蛍 ・佐藤なごみ 科学技術 38 89 塚本紗優子 ・小林遥花 藤枝東

福井由純 ・和田美楓 駿河総合 37 88 永田愛莉 ・坂東陽音 藤枝西

瀬戸小夏 ・仲田美紗姫 東海大翔洋 36 87 生子真帆 ・小久保咲希 静岡北

小河千代乃 ・牧野彩萌 静岡市立 35 86 佐藤絢菜 ・北川波那 焼津中央

澤口晏那 ・飯田実央 島田 34 85 深澤舞 ・望月未羽 駿河総合

松村陽奈 ・林倖穂 静岡英和 33 84 望月咲希 ・田中千尋 科学技術

髙野結生 ・朝比奈優安 藤枝東 32 83 bye

bye 31 82 山田光南 ・伊藤咲耶 島田

松下莞南 ・望月莉子 清水桜が丘 30 81 木塚咲良 ・菅井桃花 榛原

十河穂乃香 ・蒔田あい 焼津中央 29 80 池田夕澄 ・平岡美音 静岡大成

久世桜子 ・横倉歩季 藤枝東 28 79 前田智華 ・望月心菜 静岡市立

塚本実咲 ・山本絢愛 静岡市立 27 78 髙橋芽依 ・岸田爽 静岡女子

堀池萌華 ・稲葉菜桜 清水桜が丘 26 77 前田琉稀七 ・川島茜 清水桜が丘
決勝

芦澤莉穂 ・高里小暖 清水桜が丘 25 76 漆畑瑠奈 ・眞田夢生 駿河総合

成岡姫奈 ・小野明日実 藤枝西 24 75 小宮亜子 ・高木宙 東海大翔洋

今井遙奈 ・小野原菜月 静岡市立 23 74 西山莉杏 ・吉田想 静岡英和

八木淳寧 ・曽根さくら 島田商 22 73 中澤遥華 ・石川恵 島田商

大石果歩 ・齋藤怜 静岡市立 21 72 bye

岩﨑優 ・白戸湖都美 駿河総合 20 71 川口実来 ・大村怜奈 静岡市立

嵐口真子 ・西本葵 島田樟誠 19 70 長島佳純 ・仲丸柚葉 藤枝西

岩谷美璃 ・塩澤光 藤枝東 18 69 山田麻絵 ・草谷千夏 科学技術

池谷茉奈 ・杉山心乃美 静岡北 17 68 稲垣寧々 ・加藤琳 藤枝北

中西智保子 ・原咲陽 静岡市立 16 67 土屋愛梨 ・杉山桃華 焼津中央

福井にこり ・鈴木彩楓 島田商 15 66 遠藤さくら ・永倉優 島田商

井原理緒 ・森田莉央 科学技術 14 65 大澤世奈 ・中村音花 藤枝東

福世愛 ・永島萌々華 藤枝北 13 64 吉澤彩葉 ・吉野心結 静岡商

滝浪茉莉奈 ・加藤友乃 静岡市立 12 63 大塚彩巴 ・松下華乃 静岡大成

塩澤凛 ・青山神菜 静岡大成 11 62 杉森美優 ・田村果緒 東海大翔洋

中村美優 ・櫻井夏華 榛原 10 61 竹下志星 ・成田愛唯 駿河総合

中山美優羽 ・金原夢 静岡女子 9 60 金子明果莉 ・甲石愛理沙 清水桜が丘

杉森優菜 ・八木杏海 東海大翔洋 8 59 大畑侑良 ・福蘭奈 静岡北

鈴木茜里 ・齊藤菜々美 島田 7 58 堀内萌々子 ・内橋菜々美 金谷

宇野広夏 ・渡邉歌音 清水桜が丘 6 57 bye

高根颯希 ・斎藤日和 藤枝東 5 56 池田まい ・望月椰瑚 焼津中央

杉山真唯 ・三井茉莉 焼津中央 4 55 相藤里緒 ・池谷遥 島田

河合心里 ・藤井咲妃 藤枝東 3 54 鶴見梨菜 ・片瀬水音 静岡市立

亀山茜 ・植田悠日 静岡英和 2 53 池田理彩 ・仁藤鈴 静岡北

令和４年度　静岡県高等学校総合体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技中部地区予選会
2022/4/17

女子ダブルス

坂本奈央 ・山下瑠菜 藤枝西 1 52 安本結衣 ・藤浦ひかり 科学技術
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大村怜奈 静岡市立 74 148 山下瑠菜 藤枝西

川本愛夏 清水桜が丘 73 147 櫻井夏華 榛原

杉山桃華 焼津中央 72 146 島田未徠 東海大翔洋

杉森美優 東海大翔洋 71 145 武井夏美 金谷

前田琉稀七 清水桜が丘 70 144 生子真帆 静岡北

吉田凜音 島田 69 143 八木杏海 東海大翔洋

入江蛍 科学技術 68 142 清水華美 藤枝東

坂東陽音 藤枝西 67 141 曽根さくら 島田商

永島萌々華 藤枝北 66 140 提坂実穂 島田

森田夏希 静岡商 65 139 佐藤絢菜 焼津中央

木塚咲良 榛原 64 138 望月咲希 科学技術

三原友佳 静岡英和 63 137 滝浪茉莉奈 静岡市立

大塚彩巴 静岡大成 62 136 植田悠日 静岡英和

嵐口真子 島田樟誠 61 135 稲葉菜桜 清水桜が丘

白戸湖都美 駿河総合 60 134 岸田爽 静岡女子

伊久美樺保 島田商 59 133 望月未羽 駿河総合

土屋愛梨 焼津中央 58 132 小林紗波 静岡商

水野綺子 藤枝東 57 131 池田夕澄 静岡大成

髙橋芽依 静岡女子 56 130 福世愛 藤枝北

井原理緒 科学技術 55 129 岩﨑優 駿河総合

遠藤さくら 島田商 54 128 天野月乃 島田

平岡美音 静岡大成 53 127 栗山由奈 静岡大成

相藤里緒 島田 52 126 中村帆風 金谷

西山莉杏 静岡英和 51 125 小河千代乃 静岡市立

十河穂乃香 焼津中央 50 124 吉田想 静岡英和

吉澤彩葉 静岡商 49 123 下條瑠奈 島田樟誠

川島茜 清水桜が丘 48 122 池田理彩 静岡北

長島佳純 藤枝西 47 121 寺田羽来 静岡商

大畑侑良 静岡北 46 120 朝比奈優安 藤枝東

竹下志星 駿河総合 45 119 瀬戸小夏 東海大翔洋

青木咲花 静岡市立 44 118 三井茉莉 焼津中央

内橋菜々美 金谷 43 117 八木淳寧 島田商

阿南花 島田商 42 116 中村美優 榛原

茂木咲恵 東海大翔洋 41 115 中山優杏 清水桜が丘

仁藤鈴 静岡北 40 114 齋藤怜 静岡市立

亀山茜 静岡英和 39 113 岩谷美璃 藤枝東

大澤世奈 藤枝東 38 112 安本結衣 科学技術

川口実来 静岡市立 37 111 柘植星奈 静岡大成

山田麻絵 科学技術 36 110 土屋明日加 島田

松本凛 藤枝西 35 109 和田美楓 駿河総合

栗林穂佳 榛原 34 108 齊藤菜々美 島田

池谷茉奈 静岡北 33 107 笠井光 静岡女子

林倖穂 静岡英和 32 106 三浦百々羽 東海大翔洋

池谷遥 島田 31 105 福蘭奈 静岡北

青山神菜 静岡大成 30 104 松本聖菜 藤枝西

堀内萌々子 金谷 29 103 菅井桃花 榛原

髙野結生 藤枝東 28 102 中村音花 藤枝東

福井由純 駿河総合 27 101 柴本楓葵 島田商

杉山真唯 焼津中央 26 100 高里小暖 清水桜が丘

興津和花菜 静岡商 25 99 松村陽奈 静岡英和

紅林璃鈴 藤枝北 24 98 仲丸柚葉 藤枝西

渡邊真緒 島田樟誠 23 97 蒔田あい 焼津中央

山田莉奈 藤枝西 22 96 塩澤凛 静岡大成

牧野彩萌 静岡市立 21 95 田中千尋 科学技術

藤浦ひかり 科学技術 20 94 青嶋妃菜 静岡市立

堀池萌華 清水桜が丘 19 93 長谷部初 島田樟誠

小野原菜月 静岡市立 18 92 松下華乃 静岡大成

小林遥花 藤枝東 17 91 永田愛莉 藤枝西

稲垣寧々 藤枝北 16 90 塚本紗優子 藤枝東

杉森優菜 東海大翔洋 15 89 芦澤莉穂 清水桜が丘

高橋杏奈 榛原 14 88 加藤友乃 静岡市立

三浦麗香 静岡大成 13 87 中山美優羽 静岡女子

海野心結 静岡英和 12 86 渡邊碧 藤枝北

北川波那 焼津中央 11 85 小久保咲希 静岡北

清水絵莉 静岡女子 10 84 佐藤なごみ 科学技術

鈴木茜里 島田 9 83 櫻井りみ 金谷

森田莉央 科学技術 8 82 成岡姫奈 藤枝西

太田あんず 島田商 7 81 田村果緒 東海大翔洋

成田愛唯 駿河総合 6 80 中澤遥華 島田商

梶山珠里 静岡商 5 79 深澤舞 駿河総合

杉山心乃美 静岡北 4 78 角田千風 静岡商

志田夏希 静岡商 3 77 金原夢 静岡女子

西本葵 島田樟誠 2 76 加藤琳 藤枝北

令和４年度　静岡県高等学校総合体育大会バドミントン競技中部地区予選会

女子シングルス
坂本奈央 藤枝西 1 75 滝井凛 静岡大成
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