
平成24年度 青函対抗 対戦結果

【男子；シングルス】

順位 名 前 学年 所 属(学校) スコア 名前(所属)○数字はランキング

１ 高岡 翔 中２ アクテイブＴＡ ６－３ 川浪 哲如(青森西高)①
６－１ 清野 寛仁(青森西高)②

２ 柴田 幹樹 ２ 函館大有斗高校 ６－１ 清野 寛仁(青森西高)②
４－６ 川浪 哲如(青森西高)①

３ 成田 海斗 小６ アクテイブＴＡ ６－０ 奥本 寛之(青森東高)③
６－０ 山本 倖多(青森東高)⑭
６－１ 西村 和晃(青森東高)⑫

４ 大西 一生 中３ 函館ラサール中学 ６－４ 竹内 健人(青森西高)④
６－２ 木村 航大(青森東高)⑤
６－２ 坂井 翔(青森東高)⑬

５ 古川 元樹 中２ アクテイブＴＡ ６－２ 木村 航大(青森東高)⑤
６－１ 坂井 翔(青森東高)⑬
６－０ 山本 倖多(青森東高)⑭

６ 渡部 貴徳 ２ 函館西高校 ６－３ 大川 泰人(青森東高)⑥
２－６ 奥本 寛之(青森東高)③

７ 海野 純生 ２ 函館工業高校 ６－３ 安穴 裕哉(青森西高)⑦
３－６ 竹内 健人(青森西高)④

８ 高橋 敦 １ 函館大有斗高校 ６－１ 藤田 和樹(青森東高)⑧
６－０ 大川 泰人(青森東高)⑥
６－２ 川崎 伶生(青森東高)⑪

９ 木村 吏玖 ２ 函館西高校 ６－３ 工藤 寬己(青森西高)⑨
６－２ 安穴 裕哉(青森西高)⑦

10 守嶋 徹 ２ 函館西高校 ６－２ 阿保 健太郎(青森東高)⑩
(1)６－７ 藤田 和樹(青森東高)⑧

11 斉藤 匠胡 １ 函館西高校 ５－７ 川崎 伶生(青森東高)⑪
１－６ 工藤 寬己(青森西高)⑨

12 五島 昴大 １ 函館西高校 ６－２ 西村 和晃(青森東高)⑫
１－６ 阿保 健太郎(青森東高)⑩
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【男子；ダブルス】

順位 名 前 学年 所 属(学校) スコア 名 前(所 属)

１ 高岡 翔 中２ アクテイブＴＡ ６－４ 川浪 哲如(青森西高)
３ 成田 海斗 小６ アクテイブＴＡ 清野 寛仁(青森西高)

６－２ 木村 航大(青森東高)
大川 泰人(青森東高)

６－２ 工藤 寬己(青森西高)
阿保 健太郎(青森東高)

２ 柴田 幹樹 ２ 函館大有斗高校 ６－１ 奥本 寛之(青森東高)
４ 大西 一生 中３ 函館ラサール中学 竹内 健人(青森西高)

６－１ 安穴 裕哉(青森西高)
藤田 和樹(青森東高)

６－４ 川浪 哲如(青森西高)
清野 寛仁(青森西高)

５ 古川 元樹 中２ アクテイブＴＡ ６－０ 木村 航大(青森東高)
６ 渡部 貴徳 ２ 函館西高校 大川 泰人(青森東高)

３－６ 川浪 哲如(青森西高)
清野 寛仁(青森西高)

７ 海野 純生 ２ 函館工業高校 ６－１ 安穴 裕哉(青森西高)
８ 高橋 敦 １ 函館大有斗高校 藤田 和樹(青森東高)

６－１ 工藤 寬己(青森西高)
阿保 健太郎(青森東高)

６－２ 木村 航大(青森東高)
大川 泰人(青森東高)

６－２ 川崎 伶生(青森東高)
西村 和晃(青森東高)

６－１ 坂井 翔(青森東高)
山本 倖多(青森東高)

９ 五島 昴大 中２ 函館西高 ２－６ 工藤 寬己(青森西高)
10 木村 吏玖 ２ 函館西高校 阿保 健太郎(青森東高)

１－６ 奥本 寛之(青森東高)
竹内 健人(青森西高)

11 古川 元樹 中２ アクテイブ ６－４ 川崎 伶生(青森東高)
12 斉藤 匠胡 １ 函館西高校 西村 和晃(青森東高)
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【女子；シングルス】

順位 名 前 学年 所 属(学校) スコア 名前(所属)○数字はランキング

１ 森 史佳 中１ 函館白百合中学 １－６ 川原 穂乃香(青森西高)①
６－４ 盛 みずな(佃中学校)②
６－３ 川原 穂乃香(青森西高)①

２ 櫻庭 萌 ２ 函館西高校 ６－１ 盛 みずな(佃中学校)②
０－６ 川原 穂乃香(青森西高)①
５－７ 八幡 まち子(戸山中学校)③

３ 鈴木 乃彩 １ 函館白百合高校 ６－２ 八幡 まち子(戸山中学校)③
６－２ 竹本 亜由(青森東高)④
３－６ 盛 みずな(佃中学校)②

４ 笹森 絢香 ２ 函館西高校 ３－６ 竹本 亜由(青森東高)④
４－６ 八幡 まち子(戸山中学校)③
２－６ 根井 紗耶加(青森東高)⑤

５ 松橋 奏絵 ２ 函館西高校 ６－２ 根井 紗耶加(青森東高)⑤
６－１ 蝦名 麻衣(青森東高)⑥
０－６ 竹本 亜由(青森東高)④

６ 村田 友梨愛 中３ 函館白百合中学校 ５－７ 蝦名 麻衣(青森東高)⑥
３－６ 根井 紗耶加(青森東高)⑤
２－６ 中村 有紗(青森東高)⑦

７ 相本 美月 ２ 函館西高校 ６－４ 中村 有紗(青森東高)⑦
２－６ 相馬 美羽(青森東高)⑧
４－６ 早津 舞夏(青森東高)⑨

８ 長井 あきほ ２ 函館西高校 １－６ 相馬 美羽(青森東高)⑧
６－２ 中村 有紗(青森東高)⑦

９ 池田 七海 小６ 函館ホワイトＴＣ ６－２ 早津 舞夏(青森東高)⑨
６－０ 森田 彩夏(青森東高)⑩

10 蒲池 悠佳 中３ 函館白百合中学 ７－６(5) 森田 彩夏(青森東高)⑩
２－６ 早津 舞夏(青森東高)⑨
２－６ 佐々木 莉帆(青森西高)⑯

11 小野寺 遼 中３ 函館白百合中学 ５－７ 関 美咲(青森西高)⑪
１－６ 種市 珠美(青森西高)⑫
３－６ 川嶋 翠(青森東高)⑬

12 三浦 万由子 ２ 函館西高校 ５－７ 種市 珠美(青森西高)⑫
６－２ 関 美咲(青森西高)⑪

13 杉村 栞 １ 函館白百合高校 ２－６ 川嶋 翠(青森東高)⑬
６－３ 直井 有里(青森高)⑭
７－５ 関 美咲(青森西高)⑪

14 吉田 くるみ １ 函館白百合高校 ６－４ 直井 有里(青森高)⑭
６－１ 川嶋 翠(青森東高)⑬

種市 珠美(青森西高)⑫

15 北口 綾音 １ 函館白百合高校 ６－３ 最上 詩織(青森高)⑮
(6)６－７ 佐々木 莉帆(青森西高)⑯
６－２ 直井 有里(青森高)⑭

16 中村 水紀 １ 函館工業高校 ６－２ 佐々木 莉帆(青森西高)⑯
７－５ 最上 詩織(青森高)⑮
６－２ 森田 彩夏(青森東高)⑩
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【女子；ダブルス】

順位 名 前 学年 所 属(学校) スコア 名 前(所 属)

１ 森 史佳 中１ 函館白百合中学 ７－６(5) 川原 穂乃香(青森西高)
３ 鈴木 乃彩 １ 函館白百合高校 竹本 亜由(青森東高)

２ 桜庭 萌 ２ 函館西高校 ７－６(3) 相馬 美羽(青森東高)
４ 笹森 絢香 ２ 函館西高校 蝦名 麻衣(青森東高)

５ 松橋 奏絵 ２ 函館西高校 ３－６ 盛 みずな(佃中学校)
６ 村田 友梨愛 中３ 函館白百合中学 八幡 まち子(戸山中学校)

７ 相本 美月 ２ 函館西高校 ５－７ 中村 有紗(青森東高)
８ 三浦 万由子 函館西高校 根井 紗耶加(青森東高)

９ 池田 七海 小６ 函館ホワイトＴＣ ７－５ 早津 舞夏(青森東高)
10 蒲池 悠佳 中３ 函館白百合高校 森田 彩夏(青森東高)

11 小野寺 遼 中３ 函館白百合中学 １－６ 種市 珠美(青森西高)
13 杉村 栞 １ 函館白百合高校 関 美咲(青森西高)

12 三浦 万由子 ２ 函館西高校 ６－３ 直井 有里(青森高)
16 中村 水紀 １ 函館工業高校 最上 詩織(青森高)

14 吉田 くるみ １ 函館白百合高校 ３－６ 川嶋 翠(青森東高)
15 北口 綾音 １ 函館白百合高校 佐々木 莉帆(青森西高)
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