
第３６回オール田川卓球選手権大会結果 

平成２２年２月７日(日) 

小真木原総合体育館 

男子シングルス 

 第１位 齋藤  達矢(鶴岡東高)  第２位 長谷川 文康(鶴風クラブ) 

 第３位 佐々木  剛(庄内総合高) ・ 鈴木  翔(鶴岡二中) 

女子シングルス 

 第１位 本間 杏和(鶴岡四中)   第２位 瀬川  千代(鶴岡四中) 

 第３位 木村  友紀(鶴岡中央高) ・ 上野  杏(鶴岡中央高) 

 

平成２１年度  

男子ランキング                女子ランキング 

 第１位 齋藤   達矢(鶴岡東高)          第１位 本間 杏和(鶴岡四中) 

 第２位 長谷川 文康(鶴風クラブ)         第２位 瀬川  千代(鶴岡四中) 

 第３位 佐々木  剛(庄内総合高)          第３位 木村  友紀(鶴岡中央高) 

 第４位 鈴木  翔(鶴岡二中)            第４位 上野  杏(鶴岡中央高) 

 第５位 庄司  翼(鶴岡工業高)           第５位  柳原 果澄(鶴風クラブ) 

 第６位 松田  智潮(鶴岡南高)           第６位 渡部 澪(鶴岡中央高) 

 第７位 小池  修平(金丸クラブ)                   第７位 佐々木美南(余目スポ少) 

 第８位 佐藤  隼(鶴岡東高)            第８位 村上  亜衣(鶴岡南高) 

 第９位 前田  迅(鶴岡三中)            第９位 佐藤  有珠(余目スポ少) 

 第１０位 菅原  央道(羽黒高)           第１０位 佐藤 有紗(余目スポ少) 

 第１１位 五十嵐  悟(金丸クラブ)         第１１位  長南  茉実(余目中) 

 第１２位 富樫  哲弥(金丸クラブ)                 第１２位 佐藤  瑞希(鶴岡一中) 

 第１３位 石川  大(金丸クラブ)          第１３位 工藤  智美(余目中) 

 第１４位 小野寺 優大(鶴岡工業高)          第１４位 進藤  千愛(余目中) 

 第１５位 木村  尚貴(鶴岡三中)          第１５位 菅原 美里(鶴岡一中) 

 第１６位 本間  達也(鶴岡高専)          第１６位 今野 可蓮(余目中) 

 

 

 

 

 

 

 

 



第36回オール田川卓球選手権大会

男子ンシングルス

日時　：平成22年２月7日
場所　：　小真木原総合体育館

齋藤   達矢(鶴岡東高) 1

A

奥山   貴章(鶴岡工業高) 2
佐藤      周(温海中) 3
片桐   健弥(鶴岡高専) 4

土門      奨(羽黒高)

5工藤　唯人（鶴岡一中）

6
本間   慎也(山添高) 7
佐藤   聖哉(鶴岡二中) 8
五十嵐敏也(櫛引クラブ) 9
山口   健一(立川中) 10
岡部   毅志(鶴岡南高) 11
上林   大悟(鶴岡五中) 12
本間      彰(鶴岡高専) 13
諏訪   拓郎(庄内農業高) 14
佐藤   祐人(城北スポ少) 15
土屋      慧(鶴岡工業高) 16
前田      迅(鶴岡三中) 17
石川      大(金丸クラブ) 18
bye 19
伊藤   琢馬(鶴岡中央高) 20
沖野   達彦(鶴岡工業高) 21
長谷川壱成(鶴岡三中) 22
菅原   大歩(三川スポ少) 23
相馬   勝也(庄内農業高) 24
冨山      泉(櫛引中) 25
難波   勇介(鶴岡高専) 26
齋藤   弘吉(朝暘クラブ) 27
遠藤   圭太(庄内総合高) 28
榎本   隆世(余目中) 29
板垣      諒(鶴岡南高) 30
本間   智也(温海卓磨) 31
松浦   恭祐(羽黒高) 32
川村   智典(鶴岡一中) 33
菅原   和輝(山添高) 34
庄司      翼(鶴岡工業高) 35

36
37
38
39

小池   修平(金丸クラブ)

40

遠藤   一希(鶴岡二中)

太田   飛鳥(庄内農業高)

難波   利斗(山添高)

43

長谷川   平(鶴岡南高)

44

菅原   拓磨(鶴岡高専)

45

大瀧   悠斗(余目中)

46

齋藤   真澄(城北スポ少)

47

小花      嶺(鶴岡工業高)

48

瀬尾   優也(鶴岡高専)

49

和嶋   晃平(羽黒高)

50

佐藤   大樹(鶴岡南高)

51

井上   友和(鶴岡一中)

52

小野寺和幸(立川中)

53

本間   宏明(庄内農業高)

54

庄司   千真(鶴岡工業高)

55

bye

56

木村   尚貴(鶴岡三中)

57

五十嵐禎仁(鶴岡工業高)

58

佐々木   駿(鶴岡一中)

59

蛸井   悠人(庄内農業高)

60

佐藤   貴洋(藤島クラブ)

61

長谷川   大(鶴岡三中)

62

石川   幸治(山添高)

63

丹      祐二(鶴岡高専)

64

五十嵐   悟(金丸クラブ)

65

薄木   康貴(鶴岡高専)

66

佐藤   昂大(城北スポ少)

67

飛塚   泰志(三川中)

68

小田   祐滋(羽黒高)

69

難波   宗介(鶴岡南高)

70
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41
42

大川   凌平(鶴岡工業高)

冨樫   祐介(鶴岡二中)

細井      晋(鶴岡中央高)

佐々木   剛(庄内総合高)

 
 

 



長谷川文康(鶴風クラブ) 71

B

齋藤   太貴(庄内農業高) 72
柴崎   亮太(庄内総合高) 73
菅原   辰也(鶴岡三中) 74
牧      拓実(鶴岡工業高) 75
鈴木   晏樹(鈴木卓球) 76
三浦      廉(鶴岡五中) 77
阿部   裕人(鶴岡南高) 78
齋藤   諒介(鶴岡高専) 79
阿部   文哉(鶴岡三中) 80
上野   貴裕(山添高) 81
佐々木明来人(鶴岡工業高) 82
西田   喜一(双葉クラブ) 83
秋山      勝(櫛引クラブ) 84
河合   裕未(鶴岡高専) 85
尾形   悠貴(鶴岡一中) 86
菅原   央道(羽黒高) 87
松田   智潮(鶴岡南高) 88
bye 89
齋藤   晃敏(山添高) 90
三浦   綜太(鶴岡工業高) 91
和田   芳樹(鶴岡三中) 92
高橋慎太郎(鶴岡高専) 93
齋藤   星夜(城北スポ少) 94
小林      稔(立川中) 95
佐久間一樹(金丸クラブ) 96
小野寺優大(鶴岡工業高) 97
伊藤      航(鶴岡高専) 98
佐藤   幸輝(鶴岡中央高) 99
管      翔太(余目中) 100

佐藤   僚太(鶴岡南高) 101

須田   雄大(鶴岡二中) 102

伊藤   悠希(庄内農業高) 103

成澤      歩(羽黒高) 104

本間   賢二(城北スポ少) 105

106

107

108

109

佐藤      隼(鶴岡東高)

110

小野   功貴(城北スポ少)

會田   航士(鶴岡高専)

佐藤      圭(鶴岡二中)

113

亀井   琢矢(羽黒高)

114

今野   善之(立川中)

115

板垣   雅治(山添高)

116

三浦      耀(鶴岡一中)

117

佐久間公平(鶴岡工業高)

118

本間   達也(鶴岡高専)

119

鈴木   郁真(庄内農業高)

120

五十嵐直樹(鶴岡二中)

121

阿部      現(金丸クラブ)

122

佐久間将大(鶴岡三中)

123

五十嵐洋太(鶴岡工業高)

124

渡部   拓也(鶴岡南高)

125

bye

126

菅原   聡希(庄内総合高)

127

富樫   哲弥(金丸クラブ)

128

伊藤   隆矢(鶴岡中央高)

129

吉川   瑞樹(鶴岡一中)

130

菅原   瑠也(羽黒高)

131

大川   裕平(鶴岡高専)

132

野口   大輔(城北スポ少)

133

小野寺拓郎(鶴岡工業高)

134

齋藤   広之(鶴岡三中)

135

齋藤   祥司(鶴岡南高)

136

伊藤   光司(鶴岡四中)

137

菅原   克己(羽黒高)

138

本間   浩昭(藤島クラブ)

139

阿部   卓也(庄内農業高)

140

111

112

柴田   尚明(鶴岡五中)

佐藤      涼(鶴岡工業高)

藤原   良充(山添高)

鈴木      翔(鶴岡二中)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



女子ンシングルス
村上   亜衣(鶴岡南高) 1
稲田      唯(余目スポ少) 2
生田   未来(鶴岡一中) 3
今野   可蓮(余目中) 4
加藤   可奈(三川中) 5
富樫魅都理(鶴岡四中) 6
松尾   千尋(峰栄スポ少) 7
上野      杏(鶴岡中央高) 8

bye 9
田澤 ちひろ(立川中) 10
加藤      舞(余目中) 11
伊藤   智奈(櫛引中) 12
佐々木   理(陽光スポ少) 13
佐藤   瑞希(鶴岡一中) 14
渡部      澪(鶴岡中央高) 15
深澤   麻美(立川中) 16
和田   朋子(鶴岡一中) 17
菅原   尚江(藤島クラブ) 18
佐々木もえみ(鶴岡三中) 19
佐藤   桃可(鶴風クラブ) 20
進藤   千愛(余目中) 21
佐藤   有紗(余目スポ少) 22
松井   青空(鶴岡五中) 23
大井   佳保(温海中) 24
菅原   梨帆(鶴岡二中) 25
五十嵐友子(鶴岡南高) 26
阿部   優希(余目中) 27

門脇   汐里(鶴岡二中)

28

佐藤   早希(鶴岡南高)

29

佐々木美南(余目スポ少)

30

佐藤   汐里(立川中)

31

bye

32

田澤   智歩(鶴岡五中)

33

長南   茉実(余目中)

34

冨樫 まどか(藤島クラブ)

35

富樫   梨央(鶴岡四中)

36

大瀧      奏(三川中)

37

瀬川   千代(鶴岡四中)

38

佐々木   愛(余目中)

39

豊田実可子(鶴岡中央高)

40

蛸井      祐(鶴岡一中)

41

伊田   涼子(鶴岡南高)

42

大瀧   果林(三川中)

43

佐藤   有珠(余目スポ少)

44

寺林   比奈(鶴岡二中)

45

bye

46

鈴木   杏奈(峰栄スポ少)

47

工藤   智美(余目中)

48

本間   美悠(立川中)

49

五十嵐成海(櫛引中)

50

柳原   果澄(鶴風クラブ)

51

菅原   美里(鶴岡一中)

52
53
54
55

鈴木   可澄(鶴岡一中)

阿部      愛(黄金スポ少)

木村   友紀(鶴岡中央高)56

本間   杏和(鶴岡四中)

第36回オール田川卓球選手権大会 日時　：平成22年２月7日
場所　：　小真木原総合体育館

 


