
男子       代表   推薦   鈴木颯 池田陽翔 

     勝敗 順位

阿部 航世
余目   少                  

長谷部 聡明

窪 太司郎
双葉                    

杉野森 雄輔

加藤 誠惟 双葉   
                 

佐藤 健太 鶴二中

小野 柊哉
余目中                  

富樫 怜史

五十嵐 尊 鶴東  少
                 

斎藤 旭 鶴岡三中

女子       代表   推薦   杉野森華子 阿久根  組 

    勝敗 順位

武藤 菜要
双葉                 

渡部 実優

阿久根   
双葉                 

木村 花暢

渡部 真優
双葉                 

斎藤 茉綸

佐藤 愛恵
三川中               

飯野 七星



男子       代表     推薦   鈴木颯 池田陽翔組 

加藤 誠惟 双葉   
 

佐藤 健太 鶴二中

成田 郁哉
櫛引中  

   

佐藤 真護
   

菅原 健聖
鶴岡四中  代表決定 

小笠原 奏太

古谷 涼眞
鶴東  少  

竹内 柊大
   

大滝 陸斗
鶴岡一中  

渡部 海斗

五十嵐 尊 鶴東  少
 

齋籐 旭 鶴岡三中
   

横山 琉依
余目中  

菊地 洸希
代表決定 

日向 諒
三川中  

三村 一帆
   

中島 颯志
鶴岡四中  

佐藤 如羽

伊藤 叶登
双葉     

菅原 光太
   

平藤 雅弥
櫛引中   

井上 陽介
代表決定 

斎藤 琉成
鶴岡一中   

齋籐 光
   

小野 柊哉
余目中   

富樫 怜史

菊地 一希
余目中   

樋渡 真翔
   

佐藤 怜斗
鶴岡四中   

佐藤 謙乃介
代表決定 

安野 柊翔
櫛引中   

伊藤 楓馬
   

松浦 洸杜
鶴岡三中   

阿部 秀弥



女子       代表   推薦   杉野森華子 阿久根  組 

阿久根   
双葉      

齋藤 萌果 鶴風   

木村 花暢 佐藤 和奏 余目  少

   
         

工藤 花菜
鶴岡五中

         阿部 優月

菅原 璃子
鶴岡五中    

原田 佳奈
櫛引中

本間 夏稀
      

佐藤 優

高橋 梨空
三川中    

鈴木 里奈
鶴岡四中

本間 美里
   

   澤田 菜知

相澤 侑
鶴岡四中          

斎藤 美鈴
三川中

鈴木 萌 華 加藤 美咲

加藤 杏奈
余目  少    

渡邉 悠奈
鶴岡一中

齋藤 倖裟 大滝 美海

田村 真優
鶴岡三中    

太田 咲南
余目中

五十嵐 涼 成澤 祐佳

海藤 千夏
立川中          

太田 碧
立川中

海藤 琉衣       工藤 沙来

加藤   
櫛引中    

佐藤 杏香
鶴岡一中

金内 葵
      

藍    

佐藤 由菜
余目中     

冨樫    
藤島中

武田 彩乃       富樫 沙羅

鎌田 晏夢
鶴岡一中           

佐藤 和
鶴岡四中

清野 琳緒 阿部    

佐藤 愛恵
三川中     

渡部 真優
双葉   

飯野 七星 斎藤 菜綸



  歳以下 一部 男子       予選   代表   人

試合順番  人          

 人                                         

    勝敗 順位

 佐藤 瑛太 余目   少           

 山口 健瑠 藤島中           

 土田 真琴 鶴東  少           

     勝敗 順位

 伊藤 叶登 双葉                

 竹内 柊大 鶴東  少              

 岩浪 夏輝 藤島中              

 大川 滉平 三川   少              

    勝敗 順位

 石川 航大 城北  少           

 服部 晃大 鶴岡四中           

 渡辺 航誠 余目   少           

    勝敗 順位

 後藤 晴 城北  少           

 菊地 洸希 余目中           

 菅原 光太 双葉             

    勝敗 順位

 後藤 湧太 城北  少           

 佐藤 伊織里 鶴岡四中           

 樋渡 真翔 余目   少           

    勝敗 順位

 富樫 怜史 余目中           

 古谷 涼眞 鶴東  少           

 竹内 裕一 鶴岡四中           

    勝敗 順位

 佐藤 如羽 鶴岡四中           

 本間 叶夢 暘光  少           

 高橋 真翔 余目   少           

    勝敗 順位

 五十嵐 尊 鶴東  少           

 菊地 一希 余目中           

 山泉 貴義 双葉             



  歳以下 一部 女子       予選   代表   推薦 
試合順番          

        勝敗 順位

 大滝 美海 鶴岡一中           

 島田 瑞希 鶴岡四中           

 加藤 杏奈 余目  少           

        勝敗 順位

 齋藤 萌果 鶴風             

 渡會 実来 鶴岡一中           

 亀井 春花 暘光  少           

        勝敗 順位

 佐藤 和奏 余目  少           

 鎌田 晏夢 鶴岡一中           

 阿部 花凛 黄金   少           

        勝敗 順位

 齋藤 倖裟 余目  少           

 高山 智穂 藤島中           

 斎藤 里乃 双葉             

        勝敗 順位

 冨樫    藤島中           

 清野 琳緒 鶴岡一中           

 五十嵐   暘光  少           

        勝敗 順位

 渡邉 悠奈 鶴岡一中           

 富樫 沙羅 藤島中           

 榎本 莉子 暘光  少           



  歳以下 男子決勝      

  位      

佐藤 健太 鶴岡二中 推薦

五十嵐 尊 鶴東  少   
   

   
後藤 湧太 城北  少   

   

後藤 晴 城北  少   
   

伊藤 叶登 双葉     
   

石川 航大 城北  少   
   

富樫 怜史 余目中   
   

佐藤 如羽 鶴岡四中   

佐藤 瑛太 余目   少   

窪 太司郎 双葉   推薦

  歳以下 男子代表決定

  位      代表決定

土田 真琴 鶴東  少   

竹内 柊大 鶴東  少   
代表

服部 晃大 鶴岡四中   

菅原 光太 双葉     

樋渡 真翔 余目   少   

古谷 涼眞 鶴東  少   
代表

本間 叶夢 暘光  少   

菊地 一希 余目中   



  歳以下一部  女子      決勝      

各      位抜 

飯野 七星 三川中 推  

 大滝 美海 鶴岡一中

 島田 瑞希 鶴岡四中

      
 加藤 杏奈 余目  少

渡邉 悠奈 鶴岡一中  

  

 齋藤 倖裟 余目  少

富樫 沙羅 藤島中   高山 智穂 藤島中

榎本 莉子 暘光  少  
      

 斎藤 里乃 双葉   

   

佐藤 和奏 余目  少  

  

 冨樫    藤島中

鎌田 晏夢 鶴岡一中   清野 琳緒 鶴岡一中

阿部 花凛 黄金   少  
      

 五十嵐   暘光  少

齋藤 萌果 鶴風    

 推 渡部 実優 双葉   渡會 実来 鶴岡一中  

亀井 春花 暘光  少  

代表決定 各      位

   戦 行  上位 名 代表

   勝敗 順位

大滝 美海 鶴岡一中            

渡會 実来 鶴岡一中            

阿部 花凛 黄金   少            

   勝敗 順位

齋藤 倖裟 余目  少            

清野 琳緒 鶴岡一中            

富樫 沙羅 藤島中            





オールジャパン　カデット田川地区予選　男子１３歳以下２部

順位 第１リーグ 順位 第６リーグ
1佐藤 颯来 鶴岡二中 1上野 琉寛 鶴岡三中

2村田 陽紀 藤島中 2山口 絢平 藤島中
3池田 裕 余目中 3松浦 華唯 余目中

順位 第    
2福田 蓮 余目中 順位 第７リーグ
1佐藤 黎 鶴岡五中 1遠藤 謙太 鶴岡五中
3梶谷 秀磨 鶴岡一中 3神田 裕翔 鶴岡二中

2本間 賢斗 鶴岡一中
順位 第    
1高橋 太洋 鶴岡三中
2渡部 遥翔 藤島中
3鈴木 真士 鶴岡二中

順位 第４リーグ 順位 第８リーグ
1安野 晃生 鶴岡一中 1佐久間 諒太 櫛引中

3工藤 翔太 鶴岡二中 3大河原 明日真 鶴岡一中
2横山 芳幸 藤島中 2澁谷 翼 藤島中

順位 第５リーグ 順位 第９リーグ
1鈴木 翔太 藤島中 1佐藤 拓磨 余目中

2髙橋 優稀 余目中 2阿部 慎弥 藤島中
3本間 信乃 鶴岡一中 3堀井 玲空 鶴岡二中



オールジャパン　カデット田川地区予選　女子１３歳以下２部

順位 第１リーグ 順位 第５リーグ
2 豊浦ふう香 余目中 1 五十嵐日向 鶴二中
1 杉山理央 立川中 2 富樫桃花 余目中
3 佐藤はるか 温海中 3榎本花暖 温海中

順位 第２リーグ 順位 第６リーグ
1 阿部佳月 藤島中 1 奈良光 温海中
2 本間悠 温海中 2髙橋明日香 立川中
3 成澤海羽 立川中 3阿部真彩 藤島中
4 村上ゆき 鶴二中

順位第３リーグ 順位第７リーグ
1 佐藤莉央 立川中 3 木村美咲 鶴四中
2 佐藤彩佳 余目中 1 五十嵐結花 温海中
3 榎本結菜 温海中 2伊藤梨紗 立川中

順位第４リーグ 順位第８リーグ
1 本間美里 三川中 1 相馬彩華 立川中
2 本間蘭 温海中 2眞田万嬉 鶴二中
3 門脇怜美 立川中 3土井希星 余目中



平成  年度        卓球選手権大会      部    歳以下 

　池田 陽翔（鶴二中）

順位 第    順位 第    
1 大滝　陸斗 鶴一中 1 川井　鷹斗 鶴二中
2 平藤　雅弥 櫛引中 3 小笠原　奏太 鶴四中

キ 髙橋　 暖 鶴四中 2 宮田　穂嵩 鶴一中

順位 第    順位 第    
1 齋藤　旭 鶴三中 2 安野　柊翔 櫛引中
2 池田　龍将 鶴四中 1 渡部　海斗 鶴一中
3 佐々木 健太 鶴一中 4 長谷川照英 鶴二中

3 中村　柚介 鶴四中

順位 第    

2 井上　陽介 櫛引中 順位 第    
1 五十嵐　晴輝 鶴四中 1 小野　柊哉 余目中
3 本間　　雄 鶴一中 2 佐藤 謙乃介 鶴四中

3 三浦　和輝 鶴一中

順位 第    

1 阿部　秀弥 鶴三中 順位 第     
2 横山　琉依 余目中 1 齋藤　　琳 鶴二中
3 渡辺　　暁 鶴二中 2 佐藤　怜斗 鶴四中

3 伊藤　楓馬 櫛引中

順位 第    

3 日向　諒 三川中 順位 第     
2 齋藤　　光 鶴一中 1 本間　省吾 藤島中
1 菅原　健聖 鶴四中 2 　齋藤　琉成　 鶴一中

4 三村　一帆 三川中
3 成田　郁哉 櫛引中

順位 第    
1 中島　楓志 鶴四中
2 五十嵐悠斗 鶴一中

松浦　洸杜（鶴三中）
3 佐藤　真護 櫛引中



       卓球大会        歳 部
代表     推薦   阿久根    双葉  渡部 真優 双葉  杉野森華子 双葉  太田 咲南 余目  

7リーグ

渡部 真優 双葉 
加藤 美咲 三川
佐藤 菜 子 櫛引  

   

太田   藤島  
8リーグ日野 亜里 鶴二  

相澤 侑 鶴四  
      

順位

1リーグ

 工藤 花菜 鶴五 鈴木 里奈 鶴四  
9リーグ 海藤 千夏 立川 金内 葵 櫛引  

 佐藤 由菜 余目 藍    鶴一  
      

2リーグ

 佐藤 愛恵 三川 田村 真優 鶴三  
10リーグ 阿部    鶴四 菅原 璃子 鶴五  

 原田 佳奈 櫛引       工藤 沙来 立川  

   

3リーグ

 加藤   櫛引 佐藤 杏香 鶴一  
11リーグ 澤田 茉知 鶴四 佐藤 和 鶴四  

 髙橋 梨空 三川 武田 彩乃 余目  
      

4リーグ

 五十嵐 涼 鶴三 海藤 琉衣 立川  
12リーグ 成澤 祐佳 余目 齋藤 美鈴 三川  

 太田 碧 立川 阿部 優月 鶴五  
      

 近藤 舞夏 鶴二
5リーグ  佐藤    温海 木村 花暢 双葉  

１3リーグ 菅原 佑莉 鶴三 西村 灯 鶴四  
   佐藤 優 櫛引  

 齋藤 茉綸 鶴一
    佐藤 由菜 

6リーグ  本間 夏梓 鶴五

代
表
決
定

 鈴木 萌 華 鶴四
    五十嵐 涼 

    菅原 佑莉 

    太田    

    藍      

    海藤 琉衣 


