
大　会 種　目 優　勝 準優勝 参加数
男女シングルス・混合ダブルス 男子単１部 小林 陸 川井 優希 本木 佑哉 高井 俊暢 　７

2022.11.23 (へぶんずたいむ) (ＫＳＴ) (清水北クラブ) (ＢＯＢ)
福井市北体育館 男子単２部 麻畠 野原 麻畠 虹 見奈美 空 笹原 蒼良 　１９

(森田クラブ) (森田クラブ) (坂井高校) (黒船)
参加者：１６２名 男子単３部 中村 風吹 出蔵 翔太郎 筧 智樹 山口 大輔 　２９

(至民中学校) (坂井高校) (至民中学校) (ピース)
男子単４部 前田 篤希 西川 直希 谷口 大夢 梶岡 莉功 　７

(成和中学校) (成和中学校) (至民中学校) (至民中学校)
女子単２部 山﨑 美空 長谷川 瑞希 長谷川 羽菜 　３

(明倫中学校) (白羽会) (明倫中学校)
女子単３部 上野 日菜咲 岡部 怜奈 山内 梨央 山内 咲来 　８

(至民中学校) (成和中学校) (藤島中学校) (社中学校)
女子単４部 吉田 千織 高橋 凛 塚本 美岬 畑 心愛 　１９

(至民中学校) (至民中学校) (至民中学校) (社中学校)
混合複１部 小林 陸 吉田 隆俊 高井 俊暢 高木 彗士 　７

松井 咲来 吉田 はる香 中川 莉奈 佐々木 希実
(へぶんずたいむ･ＦＰＵ) (ＫＦＣ) (ＢＯＢ) (ＦＰＵ)

混合複２部 川井 優希 香川 大知 髙橋 昂大 　９
近葉 心 羽野 成美 秋山 陽菜乃
(ＫＳＴ) (福井大学) (福井大学)

混合複３部 橋本 卓 高橋 秀典 中山 皓介 　１１
福島 遥香 高橋 凛 森田 尚子
(福井大学) (坂井高校教員･至民中学校) (ピース)

混合複４部 吉田 樹 小谷 勇人 山口 大輔 上野 博史 　８
水本 姫華 藤本 真菜 稲葉 詩乃 上野 日菜咲
(ＭＡＴＣＨ) (ＢＩＧＶＡＮＳ) (ピース) (チアフル・至民中学校)

大　会 種　目 優　勝 準優勝 参加数
男女ダブルス 男子複１部 高井 俊暢 小林 陸 川井 優希 　３
2022.11.27 吉田 隆俊 野川 諒 斎藤 楓

福井市北体育館 (ＢＯＢ･ＫＦＣ) (へぶんずたいむ･あっぷるぱい) (ＫＳＴ)
男子複２部 佐々木 康二 麻畠 野原 高橋 秀典 麻畠 虹 　１９

参加者：１５２名 笠島 康平 小林 一喜 出蔵 裕太郎 卯辰 季士
(ｕｎｋｎｏｗｎ) (森田クラブ) (坂井高校教員･坂井高校ＯＢ) (森田クラブ)

男子複３部 多田 光希 谷口 渉 山田 咲哉 馬場 稜河 　１８
民谷 健人 吉田 樹 梅田 雅矢 塩浦 尚人
(たみや軍団･まるはん) (ＭＡＴＣＨ) (ピース) (むらかじ)

男子複４部 山口 大輔 菅原 健一 中山 和則 　１０
川端 凌輔 上野 博史 嶋田 英雄
(ピース) (チアフル) (ユーアイ)

女子複１・２部 安倍 雅奈 水谷 円香 水谷 心 長谷川 咲 　６
川田 結華 松井 咲来 佐々木 希実 長谷川 瑞希
(チアフル) (ＦＰＵ) (ＦＰＵ) (白羽会)

女子複３部 秋田 佳那 岡部 怜奈 東 美羽夏 　１０
松井 美虹 上野 日菜咲 臼井 七海
(チアフル) (成和中学校･至民中学校) (福井工業大学･仁愛大学)

女子複４部 東 夕梨乃 稲葉 詩乃 塚本 美岬 　１０
水本 姫華 山内 咲希 小川 あい
(ＭＡＴＣＨ) (ピース) (至民中学校)

令和4年度秋季市長杯男女シングルス・混合ダブルス

三　位

令和4年度秋季市長杯男女ダブルス

三　位


