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　　期　　日 平成31年2月3日（日）

　　会　　場 小真木原総合体育館

　　主　　催 鶴岡卓球協会

　　共　　催 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

　　後　　援 日本卓球株式会社

開会式　8時50分 

オール田川卓球選手権大会
第45回

http://www.tsuruoka-tta.com/#


男子　予選リーグ　

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

加藤誠惟 阿彦　拓夢
双葉卓球クラブ 酒田光陵高
阿部　柊馬 渡部　海斗
鶴岡工業高 羽黒高校
大川慎太郎 佐藤　楓芽
三川中 鶴岡南高
阿部　拓海 丸山　将志
酒田四中 三川中

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

小松　右 伊藤　晴哉
酒田光陵高 Lilac
柴田　吏 佐藤　権一
NJA 山北卓球クラブ

中鉢　拓海 草島　梨来
庄内総合高 鶴岡工業高
古川　涼雅 佐藤　瑠矢
鶴四中 藤島中

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

杉山　礼次 窪　太司郎
酒田光陵高 双葉卓球クラブ

齋藤　旭 菅原　勇一
鶴岡中央高 金丸卓球ｸﾗﾌﾞ

川井 透也 佐藤　瑛太
城北ｽﾎﾟ少 余目中
小林　郁斗 須藤　琉稀
鶴三中 羽黒高校

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

飛塚　皓太 長谷川　文康
双葉卓球クラブ 鶴風卓球ｸﾗﾌﾞ

川井　鷹斗 佐々木　恵陽

Lilac 羽黒高校
本間　広大 田中 春吾
酒田光陵高 城北ｽﾎﾟ少
野村　昊佑 佐藤　誉
鶴一中 三川中
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イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

佐藤　樹 豊田　航太
鶴岡工業高 タクエー
渡辺　郁哉 大井　淳
双葉卓球クラブ 三川ｸﾗﾌﾞ
鈴木　拓海 石川　雄大
鶴岡中央高 羽黒高校
板垣 龍也 黒坂健太郎
峰栄ｽﾎﾟ少 鶴二中

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

今野　佑一郎 松浦　洸杜
鶴岡工業高 鶴岡高専
池上　慧 伊藤　武浩
Lilac 三川ｸﾗﾌﾞ
寒河井　拓夢 阿部　佑哉
鶴岡南高 酒田東部中
佐藤　駿 大宮 和真
鶴二中 鶴東ｽﾎﾟ少

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

小林　隼士 富樫　哲弥
酒田光陵高 金丸卓球ｸﾗﾌﾞ

秋山　勝 佐藤　和哉
金丸卓球ｸﾗﾌﾞ 鶴岡工業高
佐藤　功祐 山木　裕翔
鶴三中 庄内総合高
小　松　純　也 奥山　司那
庄内農業高 南平田卓球ｽﾎﾟ少

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

鎚谷広伸 原　幸成
双葉卓球クラブ TTﾐﾗﾝ
川井　十夢 田中　俊希
Lilac 鶴岡工業高
菅原　健聖 五十嵐　満輝

鶴岡南高 鶴三中
三浦　桜介 井上 鴻
櫛引中 暘光ｽﾎﾟ少
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イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

入沢　康平 小野　柊哉
双葉クラブ 酒田光陵高
阿部　琉也
庄内総合高
後藤　晴 鈴木　優
鶴一中 羽黒高校
五十嵐 夏騎 竹内　柊大
鶴東ｽﾎﾟ少 鶴三中

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

五十嵐　耀 五十嵐　敏也

Lilac 金丸卓球ｸﾗﾌﾞ

大滝　陸斗 大井 遥介
鶴岡工業高 酒田東高
本間　叶夢 五十嵐　尊
鶴四中 鶴三中
高橋　咲翔 佐藤　謙乃介

酒田光陵高 鶴岡中央高

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

矢口　悟 小池　修平
金丸卓球ｸﾗﾌﾞ 金丸卓球ｸﾗﾌﾞ

村田　和志 石川　裕貴
Lilac 鶴岡南高
髙橋　満帆 佐藤　心乃助

鶴岡工業高 酒田光陵高
浅黄　瑛都 深松 奏汰
酒田四中 余目ｽﾎﾟ少

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

長南　卓也 佐久間　一樹

金丸卓球ｸﾗﾌﾞ 金丸卓球ｸﾗﾌﾞ

小松　叶 須藤　汐穏
酒田光陵高 羽黒高校
宮田　穂崇 後藤 湧太
鶴岡南高 城北ｽﾎﾟ少
土田　真琴 髙橋　天晟
鶴三中 余目中
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イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

金丸　俊明 齋藤　拓弥
金丸卓球ｸﾗﾌﾞ タクエーｸﾗﾌﾞ
五十嵐　頼 小松　涼河
庄内総合高 酒田光陵高
菅原　立 相蘇　光
酒田東部中 羽黒高校
寒河江　真大 鈴木　　蓮
鶴岡中央高 三川中

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

窪田　健太 池田 皓翔
Lilac 城北ｽﾎﾟ少
鈴木　翔太 齋藤　拓海
双葉卓球クラブ 鶴岡中央高
佐藤　邑都 本間　雄
鶴岡中央高 鶴岡南高
松浦 璃一 阿部　陽平
黄金ｽﾎﾟ少 酒田四中

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

長谷部　聡明 堀井　康平
余目中 TTﾐﾗﾝ
佐藤　慎悦 金丸　武夫
双葉卓球クラブ 金丸卓球ｸﾗﾌﾞ

三浦　颯人 工藤　純也
鶴岡工業高 鶴岡工業高
前田　勇斗 齊藤　昴希
酒田東部中 酒田四中

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

土門　奨 熊谷　楓希
TTﾐﾗﾝ 酒田四中
本間　省伍 川村　晴人
鶴岡中央高 東北文教大学

田中 一朗 長谷川　俊輔

城北ｽﾎﾟ少 鶴岡中央高
田中　柊士吏 沼澤　　大
鶴一中 鶴二中
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イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

田代　俊也 橘　　伶来
酒田四中 酒田四中
小野寺　勘 大川　裕平
双葉卓球クラブ 鶴岡TTC
工藤　光澄 石川　　巧
鶴岡工業高 庄内総合高
大川　滉平 佐藤　優磨
三川中 鶴岡中央高

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

田中　健一 加藤　康宇
城北卓球ｽﾎﾟ少 鶴岡中央高
石黒　昌孝 斎藤　祥司
酒田光陵高 朝暘クラブ
渡部　海斗 南　　佳樹
鶴岡工業高 酒田四中
菅原　優翔 鈴木 歩
鶴三中 暘光ｽﾎﾟ少

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

池田　侑史 髙橋　一真
羽黒高校 鶴岡高専
中島　颯志 長谷部　至人

鶴岡高専 鶴岡工業高
佐藤　歩岳 山木　陽翔
酒田四中 庄内総合高
大瀧　智史 小松　壮大
庄内総合高 酒田四中

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ 勝敗 順位

村山　堅亮 石川　航大
鶴岡高専 鶴三中
菅原　健太 後藤　佑太
東北文教大学 TTﾐﾗﾝ
新館　颯斗 前野　拓光
酒田東高 鶴岡工業高
佐藤　忠裕
三川中

ニ
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加藤　誠惟 阿部　柊馬 大川慎太郎 阿部　拓海

双葉卓球クラブ 鶴岡工業高 三川中 酒田四中

橘　　伶来 大川　裕平 石川　　巧 佐藤　優磨 2-1

酒田四中 鶴岡TTC 庄内総合高 鶴岡中央高 1-1

五十嵐　耀 大滝　陸斗 本間　叶夢 高橋　咲翔

Lilac 鶴岡工業高 鶴四中 酒田光陵高 3-1

阿彦　拓夢 渡部　海斗 佐藤　楓芽 丸山　将志

酒田光陵高 羽黒高校 鶴岡南高 三川中 2-2

熊谷　楓希 川村　晴人 長谷川　俊輔 沼澤　　大 4-1

酒田四中 東北文教大学 鶴岡中央高 鶴二中

小池　修平 石川　裕貴 佐藤　心乃助 深松 奏汰

金丸卓球ｸﾗﾌﾞ 鶴岡南高 酒田光陵高 余目ｽﾎﾟ少 2-3

小野　柊哉 入沢　康平 鈴木　優 竹内　柊大

酒田光陵高 双葉卓球クラブ 羽黒高校 鶴三中 3-2

石川　航大 後藤　佑太 前野　拓光

鶴三中 TTﾐﾗﾝ 鶴岡工業高 1-2

矢口　悟 村田　和志 髙橋　満帆 浅黄　瑛都 2-4

金丸卓球ｸﾗﾌﾞ Lilac 鶴岡工業高 酒田四中 5-1

原　幸成 田中　俊希 五十嵐　満輝 井上 鴻

TTﾐﾗﾝ 鶴岡工業高 鶴三中 暘光ｽﾎﾟ少

佐藤　樹 渡辺　郁哉 鈴木　拓海 板垣 龍也

鶴岡工業高 双葉卓球クラブ 鶴岡中央高 峰栄ｽﾎﾟ少 2-5

池田 皓翔 齋藤　拓海 本間　雄 阿部　陽平

城北ｽﾎﾟ少 鶴岡中央高 鶴岡南高 酒田四中 1-3

鎚谷広伸 川井　十夢 菅原　健聖 三浦　桜介

双葉卓球クラブ Lilac 鶴岡南高 櫛引中 3-3

飛塚　皓太 川井　鷹斗 本間　広大 野村　昊佑

双葉卓球クラブ Lilac 酒田光陵高 鶴一中 2-6

堀井　康平 金丸　武夫 工藤　純也 齊藤　昴希 4-2

TTﾐﾗﾝ 金丸卓球ｸﾗﾌﾞ 鶴岡工業高 酒田四中

長谷部　聡明 佐藤　慎悦 三浦　颯人 前田　勇斗

余目中 双葉卓球クラブ 鶴岡工業高 酒田東部中 2-7

佐久間　一樹 須藤　汐穏 後藤 湧太 髙橋　天晟

金丸卓球ｸﾗﾌﾞ 羽黒高校 城北ｽﾎﾟ少 余目中

加藤　康宇 斎藤　祥司 南　　佳樹 鈴木 歩 3-4

鶴岡中央高 朝暘クラブ 酒田四中 暘光ｽﾎﾟ少 1-4

窪　太司郎 菅原　勇一 佐藤　瑛太 須藤　琉稀 2-8

双葉卓球クラブ 金丸卓球ｸﾗﾌﾞ 余目中 羽黒高校

長谷川　文康 佐々木　恵陽 田中 春吾 佐藤　誉 6-1

鶴風卓球ｸﾗﾌﾞ 羽黒高校 城北ｽﾎﾟ少 三川中

杉山　礼次 齋藤　旭 川井 透也 小林　郁斗

酒田光陵高 鶴岡中央高 城北ｽﾎﾟ少 鶴三中 2-9

髙橋　一真 長谷部　至人 山木　陽翔 小松　壮大

鶴岡高専 鶴岡工業高 庄内総合高 酒田四中 1-5

田中　健一 石黒　昌孝 渡部　海斗 菅原　優翔

城北卓球ｽﾎﾟ少 酒田光陵高 鶴岡工業高 鶴三中 3-5

窪田　健太 鈴木　翔太 佐藤　邑都 松浦 璃一

Lilac 双葉卓球クラブ 鶴岡中央高 黄金ｽﾎﾟ少 2-10

五十嵐　敏也 大井 遥介 五十嵐　尊 佐藤　謙乃介 4-3

金丸卓球ｸﾗﾌﾞ 酒田東高 鶴三中 鶴岡中央高

土井　優輝 入沢　康平 後藤　晴 五十嵐 夏騎

TTﾐﾗﾝ 双葉クラブ 鶴一中 鶴東ｽﾎﾟ少 2-11

富樫　哲弥 佐藤　和哉 山木　裕翔 奥山　司那

金丸卓球ｸﾗﾌﾞ 鶴岡工業高 庄内総合高 南平田卓球ｽﾎﾟ少 3-6

池田　侑史 中島　颯志 佐藤　歩岳 大瀧　智史

羽黒高校 鶴岡高専 酒田四中 庄内総合高 1-6

小松　右 柴田　吏 中鉢　拓海 古川　涼雅

酒田光陵高 NJA 庄内総合高 鶴四中 2-12 5-2

松浦　洸杜 伊藤　武浩 阿部　佑哉 大宮 和真

鶴岡高専 三川ｸﾗﾌﾞ 酒田東部中 鶴東ｽﾎﾟ少

小林　隼士 秋山　勝 佐藤　功祐 小　松　純　也

酒田光陵高 金丸卓球ｸﾗﾌﾞ 鶴三中 庄内農業高 2-13

庄司　蓮 大井　淳 石川　雄大 黒坂健太郎

酒田光陵高 三川ｸﾗﾌﾞ 羽黒高校 鶴二中 3-7

今野　佑一郎 池上　慧 寒河井　拓夢 佐藤　駿

鶴岡工業高 Lilac 鶴岡南高 鶴二中 1-7

長南　卓也 小松　叶 宮田　穂崇 土田　真琴

金丸卓球ｸﾗﾌﾞ 酒田光陵高 鶴岡南高 鶴三中 2-14 4-4

金丸　俊明 五十嵐　頼 菅原　立 寒河江　真大

金丸卓球ｸﾗﾌﾞ 庄内総合高 酒田東部中 鶴岡中央高

土門　奨 本間　省伍 田中 一朗 田中　柊士吏

TTﾐﾗﾝ 鶴岡中央高 城北ｽﾎﾟ少 鶴一中 2-15

齋藤　拓弥 小松　涼河 相蘇　光 鈴木　　蓮

タクエーｸﾗﾌﾞ 酒田光陵高 羽黒高校 三川中 3-8

田代　俊也 小野寺　勘 工藤　光澄 大川　滉平

酒田四中 双葉卓球クラブ 鶴岡工業高 三川中 1-8

村山　堅亮 菅原　健太 新館　颯斗 佐藤　忠裕

鶴岡高専 東北文教大学 酒田東高 三川中 2-16

伊藤　晴哉 佐藤　権一 草島　梨来 佐藤　瑠矢

Lilac 山北卓球クラブ 鶴岡工業高 藤島中
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小松　右 柴田　吏 中鉢　拓海 古川　涼雅

酒田光陵高 NJA 庄内総合高 鶴四中

加藤　康宇 斎藤　祥司 南　　佳樹 鈴木 歩 2-17

鶴岡中央高 朝暘クラブ 酒田四中 暘光ｽﾎﾟ少 1-9

髙橋　一真 長谷部　至人 山木　陽翔 小松　壮大

鶴岡高専 鶴岡工業高 庄内総合高 酒田四中 3-9

田代　俊也 小野寺　勘 工藤　光澄 大川　滉平

酒田四中 双葉卓球クラブ 鶴岡工業高 三川中 2-18

矢口　悟 村田　和志 髙橋　満帆 浅黄　瑛都 4-5

金丸卓球ｸﾗﾌﾞ Lilac 鶴岡工業高 酒田四中

窪田　健太 鈴木　翔太 佐藤　邑都 松浦 璃一

Lilac 双葉卓球クラブ 鶴岡中央高 黄金ｽﾎﾟ少 2-19

伊藤　晴哉 佐藤　権一 草島　梨来 佐藤　瑠矢

Lilac 山北卓球クラブ 鶴岡工業高 藤島中 3-10

橘　　伶来 大川　裕平 石川　　巧 佐藤　優磨

酒田四中 鶴岡TTC 庄内総合高 鶴岡中央高 1-10

小池　修平 石川　裕貴 佐藤　心乃助 深松 奏汰 2-20

金丸卓球ｸﾗﾌﾞ 鶴岡南高 酒田光陵高 余目ｽﾎﾟ少 5-3

今野　佑一郎 池上　慧 寒河井　拓夢 佐藤　駿

鶴岡工業高 Lilac 鶴岡南高 鶴二中

富樫　哲弥 佐藤　和哉 山木　裕翔 奥山　司那

金丸卓球ｸﾗﾌﾞ 鶴岡工業高 庄内総合高 南平田卓球ｽﾎﾟ少 2-21

田中　健一 石黒　昌孝 渡部　海斗 菅原　優翔

城北卓球ｽﾎﾟ少 酒田光陵高 鶴岡工業高 鶴三中 1-11

村山　堅亮 菅原　健太 新館　颯斗 佐藤　忠裕

鶴岡高専 東北文教大学 酒田東高 三川中 3-11

長谷川　文康 佐々木　恵陽 田中 春吾 佐藤　誉

鶴風卓球ｸﾗﾌﾞ 羽黒高校 城北ｽﾎﾟ少 三川中 2-22

齋藤　拓弥 小松　涼河 相蘇　光 鈴木　　蓮 4-6

タクエーｸﾗﾌﾞ 酒田光陵高 羽黒高校 三川中

長南　卓也 小松　叶 宮田　穂崇 土田　真琴

金丸卓球ｸﾗﾌﾞ 酒田光陵高 鶴岡南高 鶴三中 2-23

土井　優輝 入沢　康平 後藤　晴 五十嵐 夏騎

TTﾐﾗﾝ 双葉クラブ 鶴一中 鶴東ｽﾎﾟ少

杉山　礼次 齋藤　旭 川井 透也 小林　郁斗 3-12

酒田光陵高 鶴岡中央高 城北ｽﾎﾟ少 鶴三中 1-12

金丸　俊明 五十嵐　頼 菅原　立 寒河江　真大 2-24

金丸卓球ｸﾗﾌﾞ 庄内総合高 酒田東部中 鶴岡中央高

窪　太司郎 菅原　勇一 佐藤　瑛太 須藤　琉稀 6-2

双葉卓球クラブ 金丸卓球ｸﾗﾌﾞ 余目中 羽黒高校

飛塚　皓太 川井　鷹斗 本間　広大 野村　昊佑

双葉卓球クラブ Lilac 酒田光陵高 鶴一中 2-25

五十嵐　敏也 大井 遥介 五十嵐　尊 佐藤　謙乃介

金丸卓球ｸﾗﾌﾞ 酒田東高 鶴三中 鶴岡中央高 1-13

小林　隼士 秋山　勝 佐藤　功祐 小　松　純　也

酒田光陵高 金丸卓球ｸﾗﾌﾞ 鶴三中 庄内農業高 3-13

池田　侑史 中島　颯志 佐藤　歩岳 大瀧　智史

羽黒高校 鶴岡高専 酒田四中 庄内総合高 2-26

佐久間　一樹 須藤　汐穏 後藤 湧太 髙橋　天晟 4-7

金丸卓球ｸﾗﾌﾞ 羽黒高校 城北ｽﾎﾟ少 余目中

五十嵐　耀 大滝　陸斗 本間　叶夢 高橋　咲翔

Lilac 鶴岡工業高 鶴四中 酒田光陵高 2-27

松浦　洸杜 伊藤　武浩 阿部　佑哉 大宮 和真

鶴岡高専 三川ｸﾗﾌﾞ 酒田東部中 鶴東ｽﾎﾟ少 3-14

石川　航大 後藤　佑太 前野　拓光

鶴三中 TTﾐﾗﾝ 鶴岡工業高 1-14

土門　奨 本間　省伍 田中 一朗 田中　柊士吏

TTﾐﾗﾝ 鶴岡中央高 城北ｽﾎﾟ少 鶴一中 2-28

豊田　航太 大井　淳 石川　雄大 黒坂健太郎 5-4

タクエー 三川ｸﾗﾌﾞ 羽黒高校 鶴二中

鎚谷広伸 川井　十夢 菅原　健聖 三浦　桜介

双葉卓球クラブ Lilac 鶴岡南高 櫛引中 2-29

原　幸成 田中　俊希 五十嵐　満輝 井上 鴻

TTﾐﾗﾝ 鶴岡工業高 鶴三中 暘光ｽﾎﾟ少 3-15

佐藤　樹 渡辺　郁哉 鈴木　拓海 板垣 龍也

鶴岡工業高 双葉卓球クラブ 鶴岡中央高 峰栄ｽﾎﾟ少 1-15

堀井　康平 金丸　武夫 工藤　純也 齊藤　昴希

TTﾐﾗﾝ 金丸卓球ｸﾗﾌﾞ 鶴岡工業高 酒田四中 2-30 4-8

小野　柊哉 入沢　康平 鈴木　優 竹内　柊大

酒田光陵高 双葉卓球クラブ 羽黒高校 鶴三中

池田 皓翔 齋藤　拓海 本間　雄 阿部　陽平

城北ｽﾎﾟ少 鶴岡中央高 鶴岡南高 酒田四中 2-31

加藤誠惟 阿部　柊馬 大川慎太郎 阿部　拓海

双葉卓球クラブ 鶴岡工業高 三川中 酒田四中 3-16

長谷部　聡明 佐藤　慎悦 三浦　颯人 前田　勇斗

余目中 双葉卓球クラブ 鶴岡工業高 酒田東部中 1-16

熊谷　楓希 川村　晴人 長谷川　俊輔 沼澤　　大

酒田四中 東北文教大学 鶴岡中央高 鶴二中 2-32

阿彦　拓夢 渡部　海斗 佐藤　楓芽 丸山　将志

酒田光陵高 羽黒高校 鶴岡南高 三川中

44

39-1

48

43

4-2

14-1

46

47

49

45

35-2 52

51

53

40-1

41

36-2 42

38-1

33-2

25-2 59

60

54

55

5-2

6-1

56

57

65

66

12-2 67

61

62

63

72

34-1

28-1

2-1

20-2

22-2

77

58

68

32-2 79

74

80

29-2

30-2

3-1

16-2

17-2

27-1

18-1

19-1

21-1

23-1

13-2

8-2

73

76

71

31-2

1-2

78

9-2

10-1 70

75

Bye

26-1

11-1 50

7-1

15-1

69

37-2 64

24-1



女子　予選リーグ

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

本間　杏和 武藤　菜要

金丸クラブ 鶴岡三中

菅原 葵 三浦 優衣

酒田東高 酒田光陵高

後藤 めい 鈴木 稚菜

鶴岡二中 鶴岡南高

亀井 春花 鈴木 さくら

暘光スポ少 鶴岡四中

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

加藤 光咲 齋藤　夏鈴

余目スポ少 鶴岡東高

落合 千葵 小川 未羽

酒田光陵高 酒田四中

佐々木 七海 白幡 澪

鶴岡二中 鶴岡四中

鶴巻 麻結果 渡邉 彩奈

鶴岡三中 峰栄スポ少

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

佐藤　清乃 佐藤　悠乃

鶴岡一中 鶴岡北高

太田 ひな 菅原 音色

鶴岡工業高 酒田六中

成澤 祐佳 門脇 あいり

鶴岡南高 立川中

阿部 あすか 五十嵐 諒子

黄金スポ少 櫛引スポ少

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

渡部 真優 菅原　麻莉

鶴岡南高 酒田六中

金内 葵 菅原 佑莉

鶴岡中央高 鶴岡工業高

渡部 真衣 佐藤 和

酒田四中 鶴岡中央高

佐藤 未空 佐藤 怜美

鶴岡五中 立川中

２－０ ２－０ ２－０ ３－０

２

第1ブロック 第2ブロック

イ イ

０－２ ２－０ ２－０

ロ ロ

ハ ハ２－１

ニ ニ

第3ブロック 第４ブロック

イ イ

ロ ロ

２－０ ２－０ ２－０

ハ ハ

ニ ニ

０－２ １－２

第5ブロック 第6ブロック

イ イ２－０ ２－０

０－２ ２－０

ロ ロ

ハ ハ１－１

ニ ニ

第7ブロック 第8ブロック

イ イ

ロ ロ

２－０ ２－０ ２－０

ハ ハ

ニ ニ

０－２ １－２

３

２－０

０－２ ２－０

１

０－２ ０－２ ０－２ ０－３ ４

２－０ ２－０ １

０－２ ０－２ ０－２ ３

１－１ ２

キ

０－２ ２－１ ２－０ ２－１ ２

０－２ ２－０ ０－２ １－２

０－２ ２－０ １－２ ３

３－０ １ ２－０ ２－０ ２－１ ３－０ １

０－２ ２－０ ２－１ ２－１ ２

０－２ ０－２ ０－３ ４

１－２ １－２ ２－０ １－２ ３

キ

０－２０－２ ０－３ ４

０－２

３

２－０

０－２ ０－２

２－０ １

２

２－０ ２－０ ３－０ １

０－２ ２－０ ２－１ ２－１ ２

０－３ ４

０－２ １－２ ２－０ １－２ ３

０－２ ２－１ ２－０ ２－１ ２

０－２

０－２ ０－２ ０－２

０－２ ２－０ １－２ ３

３－０ １ ２－０ ２－０ ２－０ ３－０ １

０－２ ２－０ ２－０ ２－１ ２

０－２ ０－２ ０－３ ４

０－２ ０－２ ２－０ １－２ ３

０－２０－２ ０－３ ４

０－２



イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

伊藤　莉愛 小島　藍

鶴岡北高 鶴岡北高

住石 梨奈 兒玉 ゆい

庄内総合高 酒田東高

三笠 美来 齋藤 星夢

酒田六中 余目中

五十嵐 奏 後藤 奏祐

余目中 鶴岡三中

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

渡部　実優 本間　千恵子

鶴岡三中 鶴岡ＴＴＣ

荘司 渚紗 神林 乃羽

酒田光陵高 鶴岡北高

髙橋 侑奈 土田 萌葉

庄内総合高 余目中

工藤 結愛 佐藤 華

城北スポ少 酒田四中

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

梅木　菜穂 佐藤 由依

酒田東高 酒田東高

森 陽真莉 髙田 美稀

庄内総合高 鶴岡一中

毛呂 友里恵 伊藤 遙夏

鶴岡四中 余目中

竹内 美桜 菊池 今日子

金丸クラブ 鶴岡二中

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

齋藤　萌果 加藤 杏奈

余目中 余目中

成田 愛実 佐藤 日和

鶴岡工業高 酒田光陵高

齋藤 沙弥香 齋藤 実咲

酒田東高 鶴岡南高

齋藤 里乃 榎本 望愛

鶴岡一中 温海中

第9ブロック 第10ブロック

イ イ２－０ ２－０

０－２ ２－１

ロ ロ

ハ ハ１－１

ニ ニ

第11ブロック 第12ブロック

イ イ

ロ ロ

２－０ ２－０ ２－０

ハ ハ

ニ ニ

０－２ ０－２

第13ブロック 第14ブロック

イ イ２－０ ２－０ ２－０

０－２ ２－１ ０－２

ロ ロ

ハ ハ１－２

ニ ニ

第15ブロック 第16ブロック

イ イ

ロ ロ

２－０ ２－０ ２－０

ハ ハ

ニ ニ

０－２ １－２

キ

３

０－２

２－０ １

２

２－０ ２－０ ２－０ １

キ

１－１ ２

０－２ １－２ ０－２ ３

０－２ ２－０ ２－０ ２－１ ２

２－１

０－２ １－２ ０－２

０－２ ０－２ ０－３ ４

３－０ １ ２－０ ２－０ ２－０ ３－０ １

０－２ ０－２ ２－１ １－２ ４

２－０ ０－２ １－２ ３

０－２ １－２ ２－０ １－２ ２

０－２ １－２ ０－２ ０－３ ４

０－２２－０ １－２ ３

０－２

２

２－１

０－２ ２－０

３－０ １

３

２－０ ２－０ ３－０ １

１－２ ０－２ ２－１ １－２ ３

２－１ ２

０－２ １－２ ０－２ ０－３ ４

０－２ ２－１ ０－２ １－２ ３

２－０

０－２ ２－０ ２－０ ２－１

２－０ ２－１ ２－１ ２

３－０ １ ２－０ ２－０ ２－０ ３－０ １

０－２ ０－２ ２－０ １－２ ３

２－０ ２－０ ２－１ ２

０－２ ０－２ ０－２ ０－３ ４

０－２１－２ ０－３ ４

０－２



イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

髙橋　那奈 小野　愛佳

鶴岡東高 鶴岡中央高

佐藤 杏香 武村 のぞみ

鶴岡中央高 庄内総合高

冨樫 茅羽 庄司 冴映

酒田四中 酒田東部中

高橋 芽依 石川 里湖

城北スポ少 黄金スポ少

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

阿部　花凜 佐藤 和奏

鶴岡三中 余目中

齋藤 萌衣 元木 夢

鶴岡中央高 酒田四中

元木 夢 鈴木 里奈

酒田四中 鶴岡中央高

大滝 涼夏 佐藤 萌

峰栄スポ少 温海中

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

齋藤 茉綸 寺林 比奈

羽黒高 ＴＴミラン

小島　沙紀 五十嵐 涼

双葉卓球ｸﾗﾌﾞ 鶴岡南高

阿部 遙日 阿部 杏香

酒田東部中 黄金スポ少

土田 結葉

余目スポ少

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

榎本 花恋 佐藤 瑞希

鶴岡三中 ＴＴミラン

菊地 一恵 佐藤 光

金丸クラブ 温海中

長谷部 真奈 齋藤 倖裟

余目スポ少 余目スポ少

第17ブロック 第18ブロック

イ イ２－０ ２－１

１－２ ２－０

ロ ロ

ハ ハ１－１

ニ ニ

第19ブロック 第20ブロック

イ イ

ロ ロ

２－０ ２－０

２－１ ２－０

ハ ハ

ニ ニ

１－２ ３

第21ブロック 第22ブロック

イ イ０－２

１－２ ０－２

ロ ロ

ハ ハ２－１

ニ ニ

第23ブロック

Bye

第２４ブロック

ロ

ハ

イ

ロ

イ２－０

Bye ニ Bye

ハ

ニ

１－２

０－２ ０－２ ０－２ ３

２－０

０－２ １－２

２－０ １

２

２－０ ２－１ ３－０ １

０－２ ２－１ ２－０ ２－１ ２

０－３ ４

１－２ ０－２ ２－１ １－２ ３

０－２ ０－２ ０－２ ３

１－２

２－０ １－１ ２

２－０ １ キ

２－０ ２－０ ２－０ １

０－２ ２－０ １－１ ２

０－２ ０－２ ０－２ ３

２－０ ２－０ ２－０ ３－０ １

移動

０－２

１－２ ０－２ １－２ ０－３ ４

１－２

１－２ １－２

２－１ ２ ２－１ １－１ ２

２－１ ２－１ ２－０ １

０－２ ３

２－１ ２－０ １

０－２ ０－２ ０－２ ３

２－０ １－１ ２

２－０ ２－１ ２－０ １

０－２ ０－２ ０－２ ３

１－２ ２－０ １－２ ２



 女子シングルス　決勝トーナメント 1/2

本間 杏和 菅原 葵 後藤 めい 亀井 春花

金丸クラブ 酒田東高 鶴岡二中 暘光スポ少

榎本 花恋 菊地 一恵 長谷部 真奈 2-1

鶴岡三中 金丸クラブ 余目スポ少 1-1

高橋 那奈 佐藤 杏香 冨樫 茅羽 高橋 芽依

鶴岡東高 鶴岡中央高 酒田四中 城北スポ少 3-1

渡部 真優 金内 葵 佐藤 真衣 佐藤 未空

鶴岡南高 鶴岡中央高 酒田四中 鶴岡五中 1-2

小島 藍 兒玉 ゆい 齋藤 星夢 後藤 奏祐

鶴岡北高 酒田東高 余目中 鶴岡三中 2-2

加藤 杏奈 佐藤 日和 齋藤 実咲 榎本 望愛

余目中 酒田光陵高 鶴岡南高 温海中 4-1

伊藤 莉愛 住石 梨奈 三笠 美来 五十嵐 奏

鶴岡北高 庄内総合高 酒田六中 余目中

齋藤 萌果 成田 愛実 齋藤 沙弥香 齋藤 里乃 2-3

余目中 鶴岡工業高 酒田東高 鶴岡一中 1-3

武藤 菜要 三浦 優衣 鈴木 稚菜 鈴木 さくら

鶴岡三中 酒田光陵高 鶴岡南高 鶴岡四中 3-2

佐藤 瑞希 佐藤 光 齋藤 倖裟

ＴＴミラン 温海中 余目スポ少 １-4

小野 愛佳 武村 のぞみ 庄司 冴映 石川 里湖

鶴岡中央高 庄内総合高 酒田東部中 黄金スポ少 2-4

菅原 麻莉 菅原 佑莉 佐藤 和 佐藤 怜美

酒田六中 鶴岡工業高 鶴岡中央高 立川中 5-1

佐藤 清乃 太田 ひな 成澤 祐佳 阿部 あすか

鶴岡一中 鶴岡工業高 鶴岡南高 黄金スポ少

阿部 花凛 齋藤 萌衣 元木 夢 大滝 涼夏 2-5

鶴岡三中 鶴岡中央高 酒田四中 峰栄スポ少 １-5

齋藤 茉綸 小島　沙紀 阿部 遙日 土田 結葉

羽黒高 双葉卓球ｸﾗﾌﾞ 酒田東部中 余目スポ少 3-3

加藤 光咲 落合 千葵 佐々木 七海 鶴巻 麻結果

余目スポ少 酒田光陵高 鶴岡二中 鶴岡三中 １-6

佐藤 由依 髙田 美稀 伊藤 遙夏 菊池 今日子

酒田東高 鶴岡一中 余目中 鶴岡二中 2-6

本間 千恵子 神林 乃羽 土田 萌葉 佐藤 華

鶴岡ＴＴＣ 鶴岡北高 余目中 酒田四中 4-2

梅木 菜穂 森 陽真莉 毛呂 友里恵 竹内 美桜

酒田東高 庄内総合高 鶴岡四中 金丸クラブ

渡部 実優 荘司 渚紗 髙橋 侑奈 工藤 結愛 2-7

鶴岡三中 酒田光陵高 庄内総合高 城北スポ少 １-7

佐藤 悠乃 菅原 音色 門脇 あいり 五十嵐 諒子

鶴岡北高 酒田六中 立川中 櫛引スポ少 3-4

佐藤 和奏 元木　夢 鈴木 里奈 佐藤 萌

余目中 酒田四中 鶴岡中央高 温海中 １-8

寺林 比奈 五十嵐 涼 阿部 杏香

ＴＴミラン 鶴岡南高 黄金スポ少 2-8

齋藤 夏鈴 小川 未羽 白幡 澪 渡邉 彩奈

鶴岡東高 酒田四中 鶴岡四中 峰栄スポ少

1-1 １

Ｂｙｅ 23-2 ２

17-2 ３

7-2 ４

10-2 ５

16-1 ６

9-1 ７

15-2 ８

2-2 ９

Ｂｙｅ 24-1 １０

18-2 １１

8-1 １２

5-1 １３

19-2 １４

21-1 １５

3-2 １６

14-2 １７

12-1 １８

13-1 １９

11-2 ２０

6-2 ２１

4-1 ２４

20-1 ２２

Ｂｙｅ 22-2 ２３



 女子シングルス　決勝トーナメント 2/2

加藤 光咲 落合 千葵 佐々木 七海 鶴巻 麻結果

余目スポ少 酒田光陵高 鶴岡二中 鶴岡三中

齋藤 茉綸 小島　沙紀 阿部 遙日 土田 結葉 2-9

羽黒高 双葉卓球ｸﾗﾌﾞ 酒田東部中 余目スポ少 1-9

高橋 那奈 佐藤 杏香 冨樫 茅羽 高橋 芽依

鶴岡東高 鶴岡中央高 酒田四中 城北スポ少 3-5

佐藤 清乃 太田 ひな 成澤 祐佳 阿部 あすか

鶴岡一中 鶴岡工業高 鶴岡南高 黄金スポ少 1-10

本間 千恵子 神林 乃羽 土田 萌葉 佐藤 華

鶴岡ＴＴＣ 鶴岡北高 余目中 酒田四中 2-10

佐藤 由依 髙田 美稀 伊藤 遙夏 菊池 今日子

酒田東高 鶴岡一中 余目中 鶴岡二中 4-3

渡部 実優 荘司 渚紗 髙橋 侑奈 工藤 結愛

鶴岡三中 酒田光陵高 庄内総合高 城北スポ少

梅木 菜穂 森 陽真莉 毛呂 友里恵 竹内 美桜 2-11

酒田東高 庄内総合高 鶴岡四中 金丸クラブ 1-11

齋藤 夏鈴 小川 未羽 白幡 澪 渡邉 彩奈

鶴岡東高 酒田四中 鶴岡四中 峰栄スポ少 3-6

寺林 比奈 五十嵐 涼 阿部 杏香

ＴＴミラン 鶴岡南高 黄金スポ少 1-12

佐藤 和奏 八幡 千穂 鈴木 里奈 佐藤 萌

余目中 酒田光陵高 鶴岡中央高 温海中 2-12

佐藤 悠乃 菅原 音色 門脇 あいり 五十嵐 諒子

鶴岡北高 酒田六中 立川中 櫛引スポ少 5-2

渡部 真優 金内 葵 佐藤 真衣 佐藤 未空

鶴岡南高 鶴岡中央高 酒田四中 鶴岡五中

伊藤 莉愛 住石 梨奈 三笠 美来 五十嵐 奏 2-13

鶴岡北高 庄内総合高 酒田六中 余目中 1-13

榎本 花恋 菊地 一恵 長谷部 真奈

鶴岡三中 金丸クラブ 余目スポ少 3-7

本間 杏和 菅原 葵 後藤 めい 亀井 春花

金丸クラブ 酒田東高 鶴岡二中 暘光スポ少 1-14

加藤 杏奈 佐藤 日和 齋藤 実咲 榎本 望愛

余目中 酒田光陵高 鶴岡南高 温海中 2-14

小島 藍 兒玉 ゆい 齋藤 星夢 後藤 奏祐

鶴岡北高 酒田東高 余目中 鶴岡三中 4-4

齋藤 萌果 成田 愛実 齋藤 沙弥香 齋藤 里乃

余目中 鶴岡工業高 酒田東高 鶴岡一中

阿部 花凛 齋藤 萌衣 元木 夢 大滝 涼夏 2-15

鶴岡三中 鶴岡中央高 酒田四中 峰栄スポ少 1-15

菅原 麻莉 菅原 佑莉 佐藤 和 佐藤 怜美

酒田六中 鶴岡工業高 鶴岡中央高 立川中 3-8

小野 愛佳 武村 のぞみ 庄司 冴映 石川 里湖

鶴岡中央高 庄内総合高 酒田東部中 黄金スポ少 1-16

佐藤 瑞希 佐藤 光 齋藤 倖裟

ＴＴミラン 温海中 余目スポ少 2-16

武藤 菜要 三浦 優衣 鈴木 稚菜 鈴木 さくら

鶴岡三中 酒田光陵高 鶴岡南高 鶴岡四中

3-1 ２５

21-2 ２６

19-1

２７

３１

13-2 ３２

4-2

３６

11-1

３３

5-2 ２８

12-2 ２９

14-1 ３０

４１

7-1 ３７

３８

22-1 ３４

20-2 ３５

6-1

４２

15-1 ４３

9-2

４４

23-1 ３９

1-2 ４０

16-2

４８

8-2 ４５

18-1 ４６

４７

17-1

24-2

Ｂｙｅ

Ｂｙｅ

Ｂｙｅ

2-1

10-1



男子シングルス　決勝

女子シングルス　決勝

本間 杏和 金丸クラブ A

優　勝

渡部 実優 鶴岡三中 B

優　勝

飛塚　皓太 双葉卓球クラブ B

熊谷　楓希 酒田四中 A


