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　　期　　日 平成30年2月18日（日）

開会式　9時15分 

　　会　　場 鶴岡市朝暘武道館

　　主　　催 鶴岡市卓球協会

　　後　　援 鶴岡市教育委員会　庄内町教育委員会

三川町教育委員会　NPO法人鶴岡市体育協会
庄内町体育協会　三川町体育協会

荘内日報社　　㈱ニッタク

第5回　きらめき卓球大会



男子予選リーグ

試合順序 3チーム ①２－３ ②１－３ ③１－２

Aブロック 1 2 3 勝-敗 順位

1 余目地区A ３－１ ０－３ １－１ ２

2 第四学区B １－３ １－３ ０－２ ３

3 第二学区 ３－０ ３－１ ２－０ １

Bブロック 1 2 3 勝-敗 順位

1 第一学区 ３－２ ２－３ １－１ ２

2 三川地区 ２－３ ２－３ ０－２ ３

3 第四学区A ３－２ ３－２ ２－０ １

Cブロック 1 2 3 勝-敗 順位

1 黄金地区 ３－２ ３－２ ２－０ １

2 第一・第二学区合同 ２－３ ３－１ １－１ ２

3 余目地区B ２－３ １－３ ０－２ ３

女子予選リーグ

試合順序 3チーム ①２－３ ②１－３ ③１－２

Aブロック 1 2 3 勝-敗 順位

1 第四学区 ０－３ ０－３ ０－２ ３

2 あつみ地区B ３－０ ２－３ １－１ ２

4 黄金地区 ３－０ ３－２ ２－０ １

Bブロック 1 2 3 勝-敗 順位

1 余目地区 １－３ ３－２ １－１（4/5) ３

2 あつみ地区A ３－１ ２－３ １－１（5/4) １

3 第三学区 ２－３ ３－２ １－１（5/5) ２
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男子名簿

チーム名

小学生 小野寺滉平 田中　一朗 五十嵐太一 田中　春吾

中学生 高橋　大洋 小林　郁斗

小学生 大宮　和真 大宮　健治 五十嵐　夏騎

中学生 　竹内　柊大 　古谷　涼眞 　奥山　龍志

小学生 佐藤　佑音 佐藤　玖音 加藤　奨 白幡　那智

中学生 土田　真琴 佐藤　大雅

小学生 古川　涼雅 鈴木　歩 井上　涼 井上　鴻

中学生 本間　叶夢 佐藤　伊織里

小学生 菅井　寿真 長谷川　大輔 　加藤　青弥 　菅原　宇瑛

中学生 五十嵐　茉優 佐藤　美乃 佐藤　陽菜 　大石　耀太（小４）

小学生 樋渡　真翔 大滝　唯斗 渡邉　航誠

中学生 佐藤　瑛太 佐藤　　光 　足達　　萩

小学生 伊藤　勇翔 深松　奏汰 遠田　琉聖

中学生 髙橋　　悠 阿部賢太郎 金子　優斗

小学生 五十嵐　満輝 松本　丈玄 松浦　璃一 阿部　旭

中学生 佐藤　功祐 阿部　寛己 菅原　優翔

小学生 日向　匠 瀬尾　涼太 奥山　真心乃 渡部　沙雪

中学生 佐藤　誉 佐藤　忠裕 大川　滉平 大川　慎太郎

女子名簿

チーム名

小学生 石塚　真由 工藤　結愛 高橋　芽衣 佐藤　瑚夏

中学生 高田　美稀 毛呂　友里恵

小学生 亀井　春花 石川　桜 青柳　愛心 井上　千鶴

中学生 島田　瑞希 土門　莉帆 白幡　澪

小学生 齋藤　倖裟 森　菜々香 土田　結葉 齋藤　笑那

中学生 齋藤　星夢 渡部　優利 五十風　奏 土田　萌葉

小学生 三浦　七海 遠藤　七々子 本間　梨心 佐藤　真鈴

中学生 榎本　花暖 奈良　光 斎藤　光帆 佐藤　光

小学生 五十嵐　心彩 榎本　望愛 榎本　結月 佐藤　萌

中学生 本間　蘭 榎本　結菜 鶴巻　麻結果 本間　さくら

小学生 後藤　奏祐 長谷川　雅 長谷川　煌 阿部あすか

中学生 佐藤　陽菜 石川　里湖
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