
第  回 会長杯争奪卓球大会

鶴岡卓球協会      
www.tsuruoka-tta.com

  期  日 平成  年  月 日 日 

開場    時  分

開会式  時  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



男子    位 決勝      

余目       双葉    
      

立川中           
      

               
      

                
      

双葉      
   

  双葉    
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 鶴岡                

                   

         勝 敗 順位

 金丸卓球                

                    

 暘光卓球  少              

 鶴岡五中              



         勝 敗 順位

 双葉卓球                 

                   

 鶴岡二中              

 三川                  

         勝 敗 順位
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         勝 敗 順位

 双葉卓球                 

                    

 鶴岡南高              

                   

         勝 敗 順位

     

                   

 三川               

 鶴岡二中           



女子予選   試合順序                 

            

                

         勝 敗 順位

 金丸                

 立川中              

 鶴岡五中              

 鶴岡一中              

         勝 敗 順位

 鶴岡南高              

 余目中              

                   

 鶴岡二中              

         勝 敗 順位

 双葉卓球                

 三川                 

 立川中              

                   

        勝 敗 順位

 余目中           

 庄内農業高           

                

        勝 敗 順位

 鶴岡一中           

 庄内総合高校           

 余目中           



男子名簿

立川中学校 後藤 正美 鶴岡   柴田 吏 峰栄  大川 裕平
本間 博之 澁谷 翼 遠藤 寛士
菅井 輝 佐藤 功佑 戸田 健康
本田 友幸 土田 真琴 佐藤 耕平

阿部 龍軌 髙橋 司
阿部 柊馬

庄内農業高 渡 辺   暁
石 川 琉 雅     牧 拓実
五十嵐 悠 斗 庄内総合高校 五十嵐 頼 難波 勇介
三 村 一 帆 石川  巧 小野寺 優大

山木 陽翔 斎藤 祥司
山木 裕翔

鶴岡五中 中村 歩夢 阿部 琉也      本間 賢二
小林 凌也 大瀧 智史 伊藤 晴哉
内藤 和真 中鉢 拓海 佐藤 克成
井上 蒼翔 五十嵐 耀
上林 暖人 川井 鷹斗
鈴木 大祐
太田 海里

鶴岡二中 沼澤 大 鶴岡二中 菅原 千翔 鶴岡二中 内藤 伊吹
佐藤 静也 榊原 壮太 豊田 満愛
黒坂 健太郎 髙木 佑哉 前田 晏利
菅原 成叶 佐藤 天恩 上田 直人
佐藤 駿 齊藤 陽 石川 樹
鶴巻 圭吾 佐藤 颯茉 土門 聖南

佐藤 拓充

金丸卓球    富樫 哲弥      後藤 晴      竹内 柊大
五十嵐 敏也 髙橋 侑真 石川 航大
矢口  悟 田中一朗 五十嵐 満輝
小池 修平 秋山 勝 五十嵐 尊
金丸 俊明 金丸 秀明

金丸卓球    長南 卓也      大宮 和真 暘光卓球  少 本間 叶夢
佐久間一樹 大宮 健治 鈴木 歩
齋藤 勘太 松浦 璃一 井上 涼
今野佑一郎 阿部 旭 鈴木 史
佐藤 健太 阿部 晃士

大宮 將義

双葉卓球    鎚谷 広伸 双葉卓球    入沢 康平 双葉卓球    加藤 誠惟
鎚谷 知朗 渡部 郁哉 窪太 司郎
佐藤 昴大 大滝 哲也 伊藤 叶登
飛塚 皓太 小野寺 勘 菅原 光太

白幡 友元
双葉卓球    鈴木 翔太 双葉卓球    岡部 寛己

亀井 隆広 佐藤 佑音 鶴岡南高 寒河井 拓夢
小野寺滉平 佐藤 玖音 佐藤 楓芽
阿部 将之 鈴木 奏太 石川 裕貴
鈴木 啓太 佐藤 快音 菅原 健聖

宮田 穂崇
鶴岡 高専 阿部 秀弥      武藤 史弥 本間 雄

髙橋 一真 佐藤 碧
松浦 洸杜 佐藤  翼         伊藤 康弘
村山 堅亮 中島 颯志 佐藤 準

齋藤 拓弥
佐藤 樹



余目    渡部 秀治       土門 奨       佐藤 貴洋
渡會 隼也 土井 優輝 柴田 貴洋
亀井 智央 堀井 康平 成澤 歩
亀井 雅人 原 幸成 松井 洸介
庄司  翼 川村 晴人

三川     大井 淳 三川     鈴木 蓮 三川     坂本 陽
佐藤 清 大川 滉平 黒田 淳哉
伊藤 武浩 佐藤 忠裕 斎藤 壮太郎
瀬尾 和宏 佐藤 誉 佐藤 輝
瀬尾 涼太 大川慎太郎 丸山 将志

成澤 一男 小林 巧

女子名簿

庄内総合高校 髙橋 侑奈 金丸   長南 里美 鶴岡五中 佐藤 萌
武村   今野 若菜 奥山 咲花
森 陽真莉 本間 杏和 小林 咲斗
住石 梨奈 鈴木 杏奈 佐藤 未空

菊地 美咲 木村    
中野    

余目中 齋藤 萌果 余目中 五十嵐 奏 吉泉 汐凛
齋藤 星夢 渡部 優利 菅原    
加藤 杏奈 佐藤  誉 菅原    
佐藤 和奏 土田 結葉 本間 里奈

余目中 土田 萌葉 鶴岡二中 後藤   庄内農業高 橋 口 実可子
伊藤 遙夏 佐 木 七海 佐 藤    
齋藤 菜緒 菊池 今日子 佐 藤    
齋藤 星空 河野 美哉 難 波 美 海
伊藤 優羽

鶴岡一中 佐藤 清乃 鶴岡一中 佐藤 彩佑      阿部 花凜
髙田 美稀 菅原 佑月 後藤 奏祐
佐藤 双音 莊司 汐香 阿部    
齋藤 里乃 齋藤 結 石川 里湖
白幡 栄花 志村 花乃
川村 美咲      鈴木    

五十嵐   
立川中 後藤 咲 立川中 大瀧    亀井 春花

佐藤 怜美 門脇    渡邉 彩奈
阿部 愛加 齋藤 里菜 金丸   
大川 蓮夏 冨樫 萌
清野 凜      石塚 真由
富樫 美優 工藤 結愛

双葉卓球   菅原 美里 髙橋 芽依
鶴岡南高 鈴木 稚菜 武藤 菜要 金丸    

齋藤 実咲 渡部 実優
五十嵐 涼 鶴巻麻結果 三川    奥山真心乃
渡部 真優 五十嵐志保 渡部 紗雪
成澤 祐佳 土門 芳子 齋藤 真奈

佐藤 未悠
飯野 七星
菅  美幸
飯野 有紀


