
第53回　会長杯争奪卓球大会

鶴岡卓球協会ホームページ
www.tsuruoka-tta.com

　　期　　日 令和元年12月１日（日）

開場　　　 8時00分

開会式　 8時50分

　　会　　場 小真木原総合体育館

　　主　　催 鶴岡市卓球協会

　　後　　援 田川地区高等学校体育連盟卓球部

田川地区中学校体育連盟卓球部
日本卓球株式会社



開会式

（整列）

1 開会宣言

優勝杯返還 男子：双葉ｸﾗﾌﾞC

女子：双葉ｸﾗﾌﾞ

2 会長挨拶

3 競技上の注意

4 諸連絡

5 選手宣誓

（解散）

競技方法
４単１複による団体戦とする。

男女別で試合を行う。

試合順序はWSSＳＳとし、ダブルスに出場する選手はシングルスに

出場しても良いが、2 番では出場できない。

予選上位2チームが決勝トーナメント進出

予選3，4位チームについては交流試合を行う予定ですが

申し込み試合としますので各チームの監督は対戦相手を見つけ

使用して試合をしてください。

参加資格
選手は以下の条件を満たしている者に限る

①  鶴岡・東田川地区に在住している者（小学生から社会人）

②  鶴岡・東田川地区の中学校か高等学校を卒業した者

③  鶴岡・東田川地区に在住又は勤務している社会人
上記のいずれかに該当する者で、県登録（但し、鶴岡地区から登録した者）したもの
又、上記のいずれかに該当するが、県登録をしていない人が参加する場合は
申し込み用紙に明記して下さい。そのチームからは参加料をプラス500円/1人
追加徴収しますのでご了承願います。

チームの編成は４名以上による。（４名以上そろわない場合は出場できない）

参加資格のあるもののみで編成すること。

職場によるチームでは、同地区内にある営業所、各支店は同一チー

ムとして編成することができる。

ルール
現行の日本卓球ルールによる。

使用球 
ニッタク硬球（白４０㎜）

参加料
１チーム　３，０００円
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男子予選リーグ 試合順序 4チーム ①１－４ ②１－３ ③１－２

①２－３ ②２－４ ③３－４

1 Aブロック 1 2 3 4 勝-敗 順位

1 双葉卓球クラブＡ

2 ＴＴﾐﾗﾝ

3 竹内フレンズ

4 鶴岡一中C

2 Bブロック 1 2 3 4 勝-敗 順位

1 金丸卓球クラブB

2 庄内総合 A

3 三川ｸﾗﾌﾞB

4 余目中　B

3 Cブロック 1 2 3 4 勝-敗 順位

1 余目ｸﾗﾌﾞ　A

2 NITTC　B

3 庄内総合 B

4 KTB　Ⅱ

4 Dブロック 1 2 3 4 勝-敗 順位

1 金丸卓球クラブA

2 三川ｸﾗﾌﾞA

3 鶴岡一中A

4 鶴岡五中

5 Eブロック 1 2 3 4 勝-敗 順位

1 余目ｸﾗﾌﾞ　B

2 Lilac Jr.

3 KTB　Ⅰ

4 鶴岡南高B



男子予選リーグ 試合順序 4チーム ①１－４ ②１－３ ③１－２

①２－３ ②２－４ ③３－４

6 Fブロック 1 2 3 4 勝-敗 順位

1 タクエーｸﾗﾌﾞ

2 NITTC　A

3 双葉卓球クラブB

4 庄内農業

7 Gブロック 1 2 3 4 勝-敗 順位

1 Lilac A

2 高専OB

3 鶴岡NJA

4 KTB　Ⅳ

8 Hブロック 1 2 3 4 勝-敗 順位

1 Lilac B

2 鶴風卓球ｸﾗﾌﾞ

3 余目中　A

4 鶴岡一中B

9 Iブロック 1 2 3 4 勝-敗 順位

1 城北ｽﾎﾟ少

2 余目ｸﾗﾌﾞ　C

3 鶴岡南高A

4 KTB　Ⅲ



試合順序 4チーム ①１－４ ②１－３ ③１－２

①２－３ ②２－４ ③３－４

Aブロック 1 2 3 4 勝-敗 順位

1 双葉卓球クラブ

2 庄内農業

3 余目中　B

4 立川中　B

Bブロック 1 2 3 4 勝-敗 順位

1 余目中　A

2 黄金ｽﾎﾟ少

3 三川ｸﾗﾌﾞ

4 鶴岡五中　B

Cブロック 1 2 3 4 勝-敗 順位

1 鶴岡南高

2 KTG　Ⅰ

3 温海中 A

4 鶴岡一中B

Dブロック 1 2 3 4 勝-敗 順位

1 金丸クラブ

2 鶴岡一中A

3 鶴岡五中　A

4 温海中 B

Eブロック 1 2 3 4 勝-敗 順位

1 鶴風卓球ｸﾗﾌﾞ

2 立川中　A

3 KTG　Ⅱ

4 余目中　C

女子予選リーグ



男子　名簿

三川ｸﾗﾌﾞA 大井　淳 三川ｸﾗﾌﾞB 佐藤　輝 鶴岡南高A 宮田　穂崇

佐藤　清 坂本　陽 本間　雄

伊藤　武浩 齋藤　壮太郎 菅原　健聖

齋藤　竜珠 丸山　将志 服部　晃大

遠田　拓夢

小林　巧

竹内フレンズ 竹内　裕一 鶴岡南高B 佐藤　如羽

五十嵐晴輝 タクエーｸﾗﾌﾞ 伊藤　康弘 遠藤　謙太

本間　吐夢 佐藤　準 小林　竜徳

鈴木　史 佐藤　貴洋 五十嵐　満

五十嵐順一 豊田　航太

金丸卓球クラブA 富樫　哲弥 金丸卓球クラブB 長南　卓也 KTB　Ⅰ 五十嵐　満輝

五十嵐　敏也 佐久間一樹 鈴木　歩

矢口　　悟 今野佑一郎 大宮　和真

小池　修平 金丸　俊明 五十嵐　侑人

KTB　Ⅱ 松浦　璃一 KTB　Ⅲ 阿部　晃士 KTB　Ⅳ 五十嵐　暖真

長南　湊太 大宮　將義 五十嵐　聖真

板垣　龍也 大宮　健治 本間　劉

成田　心菜 竹内　蓮大 本間　黎

阿部　旭 長南　愛汰

高専OB 遠藤　寛士 鶴岡一中A 野村　昊介 鶴岡一中B 佐藤　蓮也

大川　裕平 木村　日向葵 大瀧　汐音

難波　勇介 髙橋　侑真 吉田　結貴

戸田　健康 渡會　真 五十嵐　航晴

齋藤　博樹 渡會　努 佐藤　陽紘

沓掛　裕幸

鶴岡一中C 長谷川　怜音 Lilac Jr. 石川　航大 Lilac A 伊藤　晴哉

長谷川　力 後藤　晴 石田　直己

今野　洋志 川井　透也 菅藤　涼太

後藤　航平 後藤　湧太 川井　十夢

川井　鷹斗 佐藤　克成

遠藤　蓮

Lilac B 五十嵐　耀

NITTC　A 村山　堅亮 NITTC　B 中島　颯志 窪田　健太

松浦　洸杜 佐久間　諒太 村田　和志

阿部　秀弥 堀　晃輔 池上　慧

髙橋　一真 荒生　光希 福田　祐人



庄内総合 A 山木　陽翔 庄内総合 B 菊地　一希 庄内農業 渡辺　暁

石川　　巧 佐藤　友亮 五十嵐　悠斗

中鉢　拓海 福田　　蓮 石川　琉雅

山木　裕翔 高橋　優稀 松浦　華唯

五十嵐陸斗 工藤　翔太

双葉卓球クラブＡ 鎚谷広伸 余目中　A 樋渡　真翔 余目中　B 山﨑　孝太朗

鎚谷知朗 長谷部　聡明 後藤　桐翔

菅原大歩 髙橋　天晟 佐々木　玲徠

飛塚皓太 金子　清太朗 佐々木　脩太郎

双葉卓球クラブB 菅原光太 鶴風卓球ｸﾗﾌﾞ 長谷川文康 鶴岡NJA 柴田　吏

阿部将之 白幡裕樹 岩浪　夏輝

鈴木奏太 萬年拓志 山口　絢平

小野寺滉平 入間川聖和 澁谷　翼

阿部　龍輝

余目ｸﾗﾌﾞ　A 渡會 隼也 余目ｸﾗﾌﾞ　B 齋藤   航 余目ｸﾗﾌﾞ　C上野 史人

亀井 雅人 加藤 伸幸 樋渡   衛

庄司    翼 瀬尾 浩章 佐藤 和広

田澤   諒 渡部 秀治 長谷部 至人

城北ｽﾎﾟ少 池田　皓翔 鶴岡五中 井上　蒼翔 TTﾐﾗﾝ 土門　奨

池田　健 鈴木　大祐 土井　優輝

田中　健一 上林　暖人 池田　侑史

田中　春吾 小林　芭琉 結城　杏介

上林　遥空 半田　涼夏 原　幸成

本間　賢二 加藤　優隼 松井　洸介

菅原　宙夢 佐々木　京介

荻原　諒



女子　名簿

三川ｸﾗﾌﾞ 斎藤　真奈 金丸クラブ 長南　里美 鶴岡南高 五十嵐　涼

渡部 紗雪 野尻　若菜 成澤　祐佳

梅津　美祐 本間　杏和 渡部　真優

工藤　柑奈 鈴木　杏奈 阿久根　あかり

菅原　美羽 菅原　美里 渡邉　悠奈

菅　　美幸

飯野　有紀

橋口　実可子

KTG　Ⅰ 後藤　奏祐 KTG　Ⅱ 石塚　真由 温海中 A 榎本望愛

五十嵐このは 工藤　結愛 榎本結月

亀井　春花 髙橋　芽依 五十嵐心彩

金丸　そら 金丸　ひかり 佐藤　萌

黄金ｽﾎﾟ少 阿部　杏香 鶴岡一中A 齋藤　里乃 温海中 B 三浦七海

阿部　あすか 白幡　栄花 本間梨子

石川　里湖 川村　美咲 佐藤真鈴

竹内　美桜 志村　花乃 遠藤七々子

佐藤　彩佑

立川中　A 阿部　愛加 今野　優依華 鶴風卓球ｸﾗﾌﾞ 青柳 美奈

大川　蓮夏 柳原 果澄

齋藤　里菜 鶴岡一中B 大滝　涼夏 萬年 実花子

清野　凜 渡邉　彩奈 進藤 あさみ

富樫　美優 大河原　凜星 佐藤 陽南

冨樫　萌 齋藤　杏樹 佐藤 清乃

齋藤 萌果

立川中　B 青木　ゆな 双葉卓球クラブ 鶴巻麻結果 柳原 恵美子

宇田　心優 渡部実優

佐藤　綾夏 武藤菜要 鶴岡五中　A 小林　咲斗

長南　桃夏 鶴巻希拓 中野　ひなた

正木　咲衣 菅原　あんな

余目中　A 加藤　杏奈 吉泉　汐凛

庄内農業 難波　美海 佐藤　和奏 齋藤　千嘉

佐藤　あかり 伊藤　遙夏 上林　咲空

佐藤　かんな 齋藤　倖裟 廣瀬　朔美

阿部　真彩

伊藤　梨沙 余目中　B 佐藤　誉

木村　美咲 齋藤　菜緒

佐藤　百華 齋藤　星空 鶴岡五中　B 菅原　みつき

佐藤　莉央 早坂　香乃 佐藤　未空

大滝瀬莉葉 木村　ひかり

余目中　C 齋藤　和笑 本間　里奈

齋藤　妃菜 本間　優愛

佐藤　美月 奥山　依愛

皆川　聖奈 佐藤　萌

土田　結葉



予選リーグ　コート割
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