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試合順

イ ロ ハ 勝敗 順位 イ ロ ハ 勝敗 順位

齋藤 萌果 余目中 長南 里美

佐藤 清乃 鶴岡一中 野尻 若奈

青木 ゆな

正木 咲衣

宇田 心優 五十嵐 諒子 櫛引中

佐藤 綾夏 佐久間 美紅 櫛引スポ少

藤本 彩夏

齋藤 綾奈

イ ロ ハ 勝敗 順位 イ ロ ハ 勝敗 順位

加藤 杏奈 佐藤 瑞希

佐藤 和奏 寺林 比奈

渡會 実来 橋口 実可子 庄内農業高

相馬 彩華 金内 葵 鶴岡中央高

金丸 そら 富樫 美優

金丸 ひかり 冨樫 萌

イ ロ ハ 勝敗 順位 イ ロ ハ 勝敗 順位

榎本 花暖 富樫 桃花

本間 蘭 塚形 凜花

小松 和紗 齋藤 里乃

村井 唯花 佐藤 唯那

五十嵐 愛良

守屋 美結
１－３ １－３ ０－２ ３

３－０ ３－１ ２－０ １

０－３ ３－１ １－１ ２

１－０ １

０－３ ０－１ ２

０－３ ３－０ １－１ ２

０－３ ０－３ ０－２ ３

０－３ ３－０ １－１ ２

０－３ ０－３ ０－２ ３

１－１ ２

３－０ ３－０ ２－０ １ ３－０ ３－０ ２－０ １

３－０ ２－０ １

０－３ １－３ ０－２ ３

０－３ ３－０ １－１ ２

３－０

０－３ ３－１

２－０ １

ハ ハ 若浜卓球スポ少　

ロ 酒田二中 ロ 鶴岡一中

第5ブロック 第6ブロック

イ 鶴岡北高 イ 鶴岡東高３－０

ロ 鶴岡中央高 ロ

ハ 黄金スポ少 ハ 立川中

イ 余目中 イ ＴＴミラン

二 若浜卓球スポ少　

第3ブロック 第４ブロック

０－３ ０－３ハ 立川中 ハ０－２ ３

ロ ロ 立川中

イ イ 金丸クラブ３－０ ３－０

女子ダブルス予選リーグ
１．ロ－ハ　２．イ－ハ　３．イ－ロ

１．イ－二 / ロ－ハ  ２．イ－ハ / ロ－ニ  ３．イ－ロ / ハ－ニ

第1ブロック 二 第2ブロック



イ ロ ハ 勝敗 順位 イ ロ ハ 勝敗 順位

阿部 杏香 石川 里湖

阿部 あすか 竹内 美桜

冨樫 あいか 鶴岡中央高 鈴木 里奈

太田 ひな 鶴岡工業高 佐藤 和

志村 花乃 今野 優依華

佐藤 彩佑 白幡 響花

イ ロ ハ 勝敗 順位 イ ロ ハ 勝敗 順位

小島 藍 渡部 なお子

渡部 実優 斎藤 茉綸

池田 愛好 伊藤 遙夏

堀 つぶら 小川 未羽

白幡 栄花 大川 蓮夏

川村 美咲 清野 凜

イ ロ ハ 勝敗 順位 イ ロ ハ 勝敗 順位

大滝 涼夏 落合 千葵

渡邉 彩奈 佐藤 日和

松木 恋音 阿部 愛加

清野 琳緒 長南 桃夏

池田 結菜 小林 茉桜

須藤 雛奈 山泉 眞依子

２

０－３ １－３ ０－２ ３０－３ ０－２ ３

３－０ ３－０ ２－０

０－３ ３－１ １－１

０－３ ０－３ ０－２ ３

１－３ ３－０ １－１ ２ １

３－０ １－１ ２

３－０ ３－０ ２－０ １

２

０－３ ０－３ ０－２ ３

３－０ ３－０ ２－０ １ ０－３

０－３ ０－２ ３

３－０ ３－０ ２－０

０－３ ３－０ １－１

３－０ ３－１ ２－０ １ １

０－３ハ 酒田二中 ハ 鶴岡三中

３－１ ３－０ ２－０ １

酒田光陵高

ロ 鶴岡東高 ロ 立川中

第11ブロック 第12ブロック

イ 鶴岡一中 イ

ハ 鶴岡一中 ハ 立川中０－３ １－３ ０－２ ３

ロ 酒田二中 ロ 余目中０－３ ３－１ １－１ ２

第9ブロック 第10ブロック

イ 双葉卓球クラブ イ 双葉卓球クラブ

１－３ハ 鶴岡一中 ハ 鶴岡一中

０－３ ３－０ １－１ ２

黄金スポ少

ロ ロ 鶴岡中央高

第7ブロック 第8ブロック

イ 黄金スポ少 イ



イ ロ ハ 勝敗 順位 イ ロ ハ 勝敗 順位

五十嵐 涼 飯野 七星

渡邉 悠奈 鎌田 晏夢

齋藤 ひより 佐藤 可奈子

伊藤 柚香 五十嵐 彩華

齋藤 菜緒 佐藤 愛晴

齋藤 星空 後藤 奏祐
０－３ ０－３ ０－２ ３

３－１ ２－０ １

１－３ ３－０ １－１ ２

３－０ ３－０ ２－０ １ ３－０

ハ 余目中 ハ 鶴岡三中０－３ ３－１ １－１ ２

ロ 酒田二中 ロ 酒田二中０－３ １－３ ０－２ ３

第13ブロック 第14ブロック

イ 鶴岡南高 イ 鶴岡工業高



　女子ダブルス 決勝トーナメント

4-1

寺林 比奈 金内 葵 鶴岡中央高 冨樫 萌

2-4

佐藤 瑞希 橋口 実可子 庄内農業高 富樫 美優

14ＴＴミラン 立川中

余目中 鶴岡中央高 黄金スポ少 3-2

佐藤 和奏 相馬 彩華 金丸 ひかり

渡邉 彩奈 清野 琳緒 須藤 雛奈

1-6

加藤 杏奈 渡會 実来 金丸 そら

13

12鶴岡一中 鶴岡東高 酒田二中 11-1

10-1

斎藤 茉綸 小川 未羽 清野 凜

3-2

大滝 涼夏 松木 恋音 池田 結菜

1-5

渡部 なお子 伊藤 遙夏 大川 蓮夏

11双葉卓球クラブ 余目中 立川中

10黄金スポ少 鶴岡一中 7-2

阿部 あすか 太田 ひな 鶴岡工業高 佐藤 彩佑

佐藤 日和 長南 桃夏 山泉 眞依子

2-3

阿部 杏香 冨樫 あいか 鶴岡中央高 志村 花乃

9酒田光陵高 立川中 鶴岡三中 12-2

Ａ

本間 蘭 村井 唯花

1-4 4-1

落合 千葵 阿部 愛加 小林 茉桜

8鶴岡北高 酒田二中 5-1

竹内 美桜 佐藤 和 白幡 響花

榎本 花暖 小松 和紗

7黄金スポ少 鶴岡中央高 鶴岡一中 8-1

9-2

渡部 実優 堀 つぶら 川村 美咲

1-3

石川 里湖 鈴木 里奈 今野 優依華

2-2

小島 藍 池田 愛好 白幡 栄花

6双葉卓球クラブ 酒田二中 鶴岡一中

野尻 若奈 正木 咲衣 佐久間　美紅 櫛引スポ少

5金丸クラブ 立川中 2-2

14-1

鎌田 晏夢 五十嵐 彩華 後藤 奏祐

1-2

長南 里美 青木 ゆな 五十嵐 諒子 櫛引中

3-1

飯野 七星 佐藤 可奈子 佐藤 愛晴

4鶴岡工業高 酒田二中 鶴岡三中

3鶴岡南高 酒田二中 余目中 13-2

渡邉 悠奈 伊藤 柚香 齋藤 星空

塚形 凜花 佐藤 唯那 守屋 美結

1-1

五十嵐 涼 齋藤 ひより 齋藤 菜緒

2

2-１

鶴岡東高 鶴岡一中 若浜卓球スポ少　 6-2

佐藤 清乃 鶴岡一中 佐藤 綾夏 齋藤 綾奈

富樫 桃花 齋藤 里乃 五十嵐 愛良

齋藤 萌果 余目中 宇田 心優 藤本 彩夏

1立川中 若浜卓球スポ少　 1-1



決勝

双葉卓球クラブ

A
齋藤 萌果 余目中

佐藤 清乃 鶴岡一中

優勝

B
小島 藍 双葉卓球クラブ

渡部 実優

2-1
野尻 若奈 正木 咲衣 佐久間　美紅 櫛引スポ少

2-8

長南 里美 青木 ゆな 五十嵐 諒子 櫛引中
28金丸クラブ 立川中

双葉卓球クラブ 余目中 立川中 10-2
斎藤 茉綸 小川 未羽 清野 凜

鎌田 晏夢 五十嵐 彩華 後藤 奏祐
1-12

渡部 なお子 伊藤 遙夏 大川 蓮夏
27

26鶴岡工業高 酒田二中 鶴岡三中 14-2

渡邉 悠奈 伊藤 柚香 齋藤 星空
3-4

飯野 七星 佐藤 可奈子 佐藤 愛晴

25鶴岡南高 酒田二中 余目中 13-1

寺林 比奈 金内 葵 鶴岡中央高 冨樫 萌
1-11

五十嵐 涼 齋藤 ひより 齋藤 菜緒

24ＴＴミラン 立川中 4-2

佐藤 清乃 鶴岡一中 本間 蘭 佐藤 綾夏 齋藤 綾奈
2-7

佐藤 瑞希 橋口 実可子 庄内農業高 富樫 美優

藤本 彩夏
23鶴岡北高 立川中 若浜卓球スポ少　 1-2

阿部 あすか 太田 ひな 鶴岡工業高 佐藤 彩佑
1-10

齋藤 萌果 余目中 榎本 花暖 宇田 心優

志村 花乃
22黄金スポ少 鶴岡一中 7-1

6-1

Ｂ
塚形 凜花 佐藤 唯那 守屋 美結

4-2

阿部 杏香 冨樫 あいか 鶴岡中央高

1-9

富樫 桃花 齋藤 里乃 五十嵐 愛良
21鶴岡東高 鶴岡一中 若浜卓球スポ少　

黄金スポ少 鶴岡中央高 鶴岡一中 8-2
竹内 美桜 佐藤 和 白幡 響花

渡邉 彩奈 清野 琳緒 須藤 雛奈
2-6

石川 里湖 鈴木 里奈 今野 優依華
20

19鶴岡一中 鶴岡東高 酒田二中 11-2

9-1
渡部 実優 堀 つぶら 川村 美咲

1-8

大滝 涼夏 松木 恋音 池田 結菜

3-3

小島 藍 池田 愛好 白幡 栄花
18双葉卓球クラブ 酒田二中 鶴岡一中

酒田光陵高 立川中 鶴岡三中 12-1
佐藤 日和 長南 桃夏 山泉 眞依子

阿久根 あかり 村井 唯花 齋藤 杏樹
1-7

落合 千葵 阿部 愛加 小林 茉桜
17

16

2-5

鶴岡南高 酒田二中 鶴岡一中 5-2

3-1
佐藤 和奏 相馬 彩華 金丸 ひかり

渡部 真優 小松 和紗 五十嵐 七菜

　女子ダブルス 決勝トーナメント

加藤 杏奈 渡會 実来 金丸 そら
15余目中 鶴岡中央高 黄金スポ少



試合順 3チーム １．ロ－ハ　２．イ－ハ　３．イ－ロ

イ ロ ハ 勝敗 順位 イ ロ ハ 勝敗 順位

佐久間　一樹 金丸ｸﾗﾌﾞ 渡部　秀治 余目クラブ

鎚谷　知朗 双葉卓球クラブ 齋藤　航 余目クラブ

渡會　　努 鶴岡ＴＴＣ 井上　涼 双葉卓球クラブ

渡會　　真 鶴岡一中 鈴木奏太 双葉卓球クラブ

五十嵐航晴 鶴岡一中

佐藤　陽絃 鶴岡一中

イ ロ ハ 勝敗 順位 イ ロ ハ 勝敗 順位

五十嵐　敏也 金丸ｸﾗﾌﾞ 瀬尾　浩章 双葉クラブ

小池　修平 金丸ｸﾗﾌﾞ 亀井　雅人 余目クラブ

石川　雄大 羽黒高校 大滝　陸斗 鶴岡工業高

後藤　優太 羽黒高校 佐藤　颯来 鶴岡工業高

山﨑孝太朗 余目中 齋藤　旭 鶴岡中央高

佐々木脩太郎 余目中 本間　省伍 鶴岡中央高

イ ロ ハ 勝敗 順位 イ ロ ハ 勝敗 順位

土井　優輝 TTﾐﾗﾝ 佐藤　樹 鶴岡工業高

原　幸成 TTﾐﾗﾝ 佐藤　健太 鶴岡工業高

萬年 拓志 鶴風卓球クラブ 宮田穂崇 鶴岡南高

入間川 聖和 鶴風卓球クラブ 本間雄 鶴岡南高

遠藤　輝栄 羽黒高校 佐藤　駿 鶴岡二中

丸藤　輝 羽黒高校 内藤　伊吹 鶴岡二中

イ ロ ハ 勝敗 順位 イ ロ ハ 勝敗 順位

富樫　哲弥 金丸ｸﾗﾌﾞ 石田　直也 Lilac

長南　卓也 金丸ｸﾗﾌﾞ 本間　杏和 Lilac

柴田　吏 NJA 菅原健聖 鶴岡南高

阿部　龍輝 NJA 服部晃大 鶴岡南高

菊地　洸希 鶴岡中央高 五十嵐　満輝 鶴岡三中

本間　賢斗 鶴岡中央高 鈴木　歩 鶴岡三中

１－３ ０－２ ３

０－３ ３－１ １－１ ２

２

０－３ ０－３ ０－２ ３

３－０

０－３

１－１ ２

３－０ ３－０ ２－０ １ ３－０ ２－０ １

３－０ ３－０ ２－０ １

０－３ １－３ ０－２ ３

１

０－３ ３－０ １－１ ２

０－３ ０－３ ０－２ ３

２－３ ０－２ ３

０－３ ３－２ １－１ ２

３

０－３ ３－１ １－１ ２

３－０

０－３

０－２ ３

３－０ ３－０ ２－０ １ ３－０ ２－０ １

３－０ ２－０ １

０－３ ３－０ １－１ ２

３－１ １－０ １

１－３ ０－１ ２

ロ ロ

ハ ハ

０－３ ３－０ １－１

第7ブロック 第8ブロック

イ イ

０－３ ３－１

ロ ロ

ハ ハ

第5ブロック 第6ブロック

イ イ３－０ ３－０ ２－０

ロ ロ

ハ ハ

０－３ １－３ ０－２

第3ブロック 第4ブロック

イ イ

ハ ハ ０－３ ０－３

ロ ロ

３－０

男子ダブルス予選リーグ

第1ブロック 第2ブロック

イ イ



試合順 3チーム １．ロ－ハ　２．イ－ハ　３．イ－ロ

イ ロ ハ 勝敗 順位 イ ロ ハ 勝敗 順位

松浦　洸杜 鶴岡高専 伊藤　晴哉 Lilac

阿部　秀弥 鶴岡高専 川井　透也 Lilac

樋渡　真翔 余目中 山口　絢平 鶴岡工業高

髙橋　天晟 余目中 岩浪　夏輝 鶴岡工業高

髙橋　侑真 鶴岡一中 安在　康平 鶴岡一中

長南　湊太 峰栄スポ少 千田　　歩 鶴岡一中

イ ロ ハ 勝敗 順位 イ ロ ハ 勝敗 順位

渡會　隼也 余目クラブ 矢作　幸太 金丸ｸﾗﾌﾞ

庄司　翼 余目クラブ 今野　佑一郎 鶴岡工業

阿部　甫 酒田光陵高 髙橋　咲翔 酒田光陵高

阿部　佑哉 酒田光陵高 本間　広大 酒田光陵高

榊原　壮太 鶴岡二中 佐藤　蓮也 鶴岡一中

鶴巻　圭吾 鶴岡二中 大滝 汐音 鶴岡一中

イ ロ ハ 勝敗 順位 イ ロ ハ 勝敗 順位

土門　奨 TTﾐﾗﾝ 松井　洸介 TTﾐﾗﾝ

佐藤　貴洋 TTﾐﾗﾝ 結城　杏介 TTﾐﾗﾝ

福田　祐人 Lilac 髙橋　一真 鶴岡高専

菅籐　涼大 Lilac 村山　堅亮 鶴岡高専

前野　拓光 鶴岡工業高 白幡友元 双葉卓球クラブ

草島　梨来 鶴岡工業高 井上　鴻 双葉卓球クラブ

イ ロ ハ 勝敗 順位 イ ロ ハ 勝敗 順位

村井博之 双葉卓球クラブ 鈴木　秀幸 余目クラブ

佐藤慎悦 双葉卓球クラブ 長谷部至人 余目クラブ

小松　涼河 酒田光陵高 渡部　海斗 羽黒高校

佐藤　心乃助 酒田光陵高 相蘇　光 羽黒高校

佐藤　天恩 鶴岡二中 大宮　和真 鶴岡三中

上松　直人 鶴岡二中 五十嵐　侑人 鶴岡三中

２－３ ０－２ ３

０－３ ３－２ １－１ ２

２

２－３ ０－３ ０－２ ３

３－０

０－３

０－２ ３

３－１ ３－０ ２－０ １ ３－０ ２－０ １

３－１ ３－０ ２－０ １

１－３ ３－０ １－１ ２

２

３－０ ３－０ ２－０ １

０－３ ０－３ ０－２ ３

３－０ １－１ ２

０－３ ０－３ ０－２ ３

２

０－３ １－３ ０－２ ３

３－０

０－３

０－２ ３

３－１ ３－０ ２－０ １ ３－０ ２－０ １

３－０ ３－０ ２－０ １

０－３ ３－０ １－１ ２

１

３－２ １－３ １－１ ２

０－３ ３－１ １－１ ３

ロ ロ

ハ ハ

１－３ ３－０ １－１

第15ブロック 第16ブロック

イ イ

０－３ ０－３

ロ ロ

ハ ハ

第13ブロック 第14ブロック

イ イ０－３ ３－０ １－１

ロ ロ

ハ ハ

１－３ ３－１ １－１

第11ブロック 第12ブロック

イ イ

０－３ ０－３

ロ ロ

ハ ハ

第9ブロック 第10ブロック

イ イ２－３ ３－０ １－１



試合順 3チーム １．ロ－ハ　２．イ－ハ　３．イ－ロ

イ ロ ハ 勝敗 順位 イ ロ ハ 勝敗 順位

五十嵐　耀 Lilac 石黒　昌孝 酒田光陵高

川井　十夢 Lilac 小野　柊哉 酒田光陵高

佐藤佑音 双葉卓球クラブ 阿部将之 双葉卓球クラブ

五十嵐夏騎 双葉卓球クラブ 白幡那智 双葉卓球クラブ

神田　裕翔 鶴岡工業高 遠藤謙太 鶴岡南高

阿部　慎弥 鶴岡工業高 小林竜徳 鶴岡南高

イ ロ ハ 勝敗 順位 イ ロ ハ 勝敗 順位

上野　史人 余目クラブ 池田　侑史 羽黒高校

佐藤　和広 余目クラブ 鈴木　優 羽黒高校

石川　航大 鶴岡三中 小野寺滉平 双葉卓球クラブ

五十嵐　尊 鶴岡三中 佐藤玖音 双葉卓球クラブ

板垣　龍也 峰栄スポ少 佐藤　嘉高 鶴岡一中

成田　心菜 峰栄スポ少 木村日向葵 鶴岡一中

イ ロ ハ 勝敗 順位

池上　慧 Lilac

彦坂　大幹 Lilac

金丸　俊明 金丸クラブ

松浦　璃一 黄金スポ少

奥山　流星 酒田光陵高

冨樫　知稀 酒田光陵高

１－３ ３－０ ２－０ １

２－３ ０－３ ０－２ ３

３－１ １－１ ２

０－３ １－３ ０－２ ３

１

０－３ １－３ ０－２ ３

３－１

１－３

０－２ ３

０－３ ３－０ １－１ ２ ３－０ ２－０ １

２－３ ３－０ １－１ ２

３－２ ３－０ ２－０ １

１

２－３ ３－１ １－１ ２

０－３ １－３ ０－２ ３

ハ

第21ブロック

イ

ロ

０－３ ３－１ １－１ ２

ロ ロ

ハ ハ

３－０ ３－１ ２－０

第19ブロック 第20ブロック

イ イ

０－３ ０－３

ロ ロ

ハ ハ

第17ブロック 第18ブロック

イ イ３－２ ３－０ ２－０



男子　ダブルス 1

佐久間　一樹 金丸ｸﾗﾌﾞ 渡會　　努 鶴岡ＴＴＣ

鎚谷　知朗 双葉卓球クラブ 渡會　　真 鶴岡一中

伊藤　晴哉 山口　絢平 安在　康平 2-1

川井　透也 岩浪　夏輝 千田　　歩

渡會　隼也 阿部　甫 榊原　壮太

庄司　翼 阿部　佑哉 鶴巻　圭吾 3-1

五十嵐　耀 佐藤佑音 神田　裕翔

川井　十夢 五十嵐夏騎 阿部　慎弥

鈴木　秀幸 渡部　海斗 大宮　和真

長谷部至人 相蘇　光 五十嵐　侑人

松浦　洸杜 樋渡　真翔 髙橋　侑真 鶴岡一中 4-1

阿部　秀弥 髙橋　天晟 長南　湊太 峰栄スポ少

上野　史人 石川　航大 板垣　龍也 2-3

佐藤　和広 五十嵐　尊 成田　心菜

渡部　秀治 井上　涼 五十嵐航晴

齋藤　航 鈴木奏太 佐藤　陽絃

石黒　昌孝 阿部将之 遠藤謙太

小野　柊哉 白幡那智 小林竜徳

五十嵐　敏也 石川　雄大 山﨑孝太朗

小池　修平 後藤　優太 佐々木脩太郎 2-4

石田　直也 菅原健聖 五十嵐　満輝

本間　杏和 服部晃大 鈴木　歩 5-1

土井　優輝 萬年 拓志 遠藤　輝栄

原　幸成 入間川 聖和 丸藤　輝

佐藤　樹 宮田穂崇 佐藤　駿 2-5

佐藤　健太 本間雄 内藤　伊吹

村井博之 小松　涼河 佐藤　天恩

佐藤慎悦 佐藤　心乃助 上松　直人 3-3

池上　慧 金丸　俊明 金丸クラブ 奥山　流星

彦坂　大幹 松浦　璃一 黄金スポ少 冨樫　知稀

矢作　幸太 金丸ｸﾗﾌﾞ 髙橋　咲翔 佐藤　蓮也

今野　佑一郎 鶴岡工業 本間　広大 大滝 汐音 4-2

土門　奨 福田　祐人 前野　拓光

佐藤　貴洋 菅籐　涼大 草島　梨来

池田　侑史 小野寺滉平 佐藤　嘉高

鈴木　優 佐藤玖音 木村日向葵

松井　洸介 髙橋　一真 白幡友元 3-4

結城　杏介 村山　堅亮 井上　鴻

富樫　哲弥 柴田　吏 菊地　洸希

長南　卓也 阿部　龍輝 本間　賢斗 2-8

瀬尾　浩章 双葉クラブ 大滝　陸斗 齋藤　旭

亀井　雅人 余目クラブ 佐藤　颯来 本間　省伍

2

五十嵐　敏也 石川　雄大 山﨑孝太朗

小池　修平 後藤　優太 佐々木脩太郎

石田　直也 菅原健聖 五十嵐　満輝 2-9

本間　杏和 服部晃大 鈴木　歩 1-6

土門　奨 福田　祐人 前野　拓光

佐藤　貴洋 菅籐　涼大 草島　梨来 3-5

上野　史人 石川　航大 板垣　龍也

佐藤　和広 五十嵐　尊 成田　心菜

松井　洸介 髙橋　一真 白幡友元

結城　杏介 村山　堅亮 井上　鴻

渡會　隼也 阿部　甫 榊原　壮太 4-3

庄司　翼 阿部　佑哉 鶴巻　圭吾

池田　侑史 小野寺滉平 佐藤　嘉高 2-11

鈴木　優 佐藤玖音 木村日向葵

池上　慧 金丸　俊明 金丸クラブ 奥山　流星

彦坂　大幹 松浦　璃一 黄金スポ少 冨樫　知稀

鈴木　秀幸 渡部　海斗 大宮　和真

長谷部至人 相蘇　光 五十嵐　侑人

土井　優輝 萬年 拓志 遠藤　輝栄

原　幸成 入間川 聖和 丸藤　輝 2-12

佐藤　樹 宮田穂崇 佐藤　駿

佐藤　健太 本間雄 内藤　伊吹 5-2

富樫　哲弥 柴田　吏 菊地　洸希

長南　卓也 阿部　龍輝 本間　賢斗

瀬尾　浩章 双葉クラブ 大滝　陸斗 齋藤　旭 2-13

亀井　雅人 余目クラブ 佐藤　颯来 本間　省伍

五十嵐　耀 佐藤佑音 神田　裕翔

川井　十夢 五十嵐夏騎 阿部　慎弥 3-7

佐久間　一樹 金丸ｸﾗﾌﾞ 渡會　　努 鶴岡ＴＴＣ

鎚谷　知朗 双葉卓球クラブ 渡會　　真 鶴岡一中 2-14

伊藤　晴哉 山口　絢平 安在　康平

川井　透也 岩浪　夏輝 千田　　歩

村井博之 小松　涼河 佐藤　天恩

佐藤慎悦 佐藤　心乃助 上松　直人 2-15

石黒　昌孝 阿部将之 遠藤謙太

小野　柊哉 白幡那智 小林竜徳

矢作　幸太 金丸ｸﾗﾌﾞ 髙橋　咲翔 佐藤　蓮也 3-8

今野　佑一郎 鶴岡工業 本間　広大 大滝 汐音

松浦　洸杜 樋渡　真翔 髙橋　侑真 鶴岡一中

阿部　秀弥 髙橋　天晟 長南　湊太 峰栄スポ少 2-16

渡部　秀治 井上　涼 五十嵐航晴

齋藤　航 鈴木奏太 佐藤　陽絃

余目クラブ
齋藤　航 余目クラブ

瀬尾　浩章
亀井　雅人

双葉クラブ
余目クラブ

渡部　秀治

男子ダブルス　決勝

1-10

鶴岡高専 余目中 9-2 41

余目クラブ 双葉卓球クラブ 鶴岡一中 2-1 42

酒田光陵高 双葉卓球クラブ 鶴岡南高 18-1 39

酒田光陵高 鶴岡一中 12-2 40

4-4

双葉卓球クラブ 酒田光陵高 鶴岡二中 15-1 38

1-2 36

Lilac 鶴岡工業高 鶴岡一中 10-1 37

1-9

Lilac 双葉卓球クラブ 鶴岡工業高 17-2 35

金丸ｸﾗﾌﾞ NJA 鶴岡中央高 7-1 33

鶴岡工業高 鶴岡中央高 4-2 34

鶴岡工業高 鶴岡南高 鶴岡二中 6-1 32 B

30

1-8

TTﾐﾗﾝ 鶴風卓球クラブ 羽黒高校 5-2 31

1-7

Lilac 酒田光陵高 21-2 29

3-6

余目クラブ 羽黒高校 鶴岡三中 16-2

余目クラブ 酒田光陵高 鶴岡二中 11-1 27

羽黒高校 双葉卓球クラブ 鶴岡一中 20-2 28

2-10

TTﾐﾗﾝ 鶴岡高専 双葉卓球クラブ 14-1 26

TTﾐﾗﾝ Lilac 鶴岡工業高 13-2 24

余目クラブ 鶴岡三中 峰栄スポ少 19-1 25

金丸ｸﾗﾌﾞ 羽黒高校 余目中 3-1 22

Lilac 鶴岡南高 鶴岡三中 8-2 23

鶴岡工業高 鶴岡中央高 4-1 21

1 2 3

1-5

金丸ｸﾗﾌﾞ NJA 鶴岡中央高 7-2 20

18

TTﾐﾗﾝ 鶴岡高専 双葉卓球クラブ 14-2 19

TTﾐﾗﾝ Lilac 鶴岡工業高 13-1 17

2-7

羽黒高校 双葉卓球クラブ 鶴岡一中 20-1

14

Lilac 酒田光陵高 21-1 15

2-6

酒田光陵高 鶴岡一中 12-1 16

鶴岡工業高 鶴岡南高 鶴岡二中 6-2 13

1-4

双葉卓球クラブ 酒田光陵高 鶴岡二中 15-2

A

TTﾐﾗﾝ 鶴風卓球クラブ 羽黒高校 5-1 12

3-2 10

Lilac 鶴岡南高 鶴岡三中 8-1 11

3-2

酒田光陵高 双葉卓球クラブ 鶴岡南高 18-2 9

1-3

金丸ｸﾗﾌﾞ 羽黒高校 余目中

1-2

余目クラブ 双葉卓球クラブ 鶴岡一中 2-2 8

5

鶴岡高専 余目中 9-1 6

余目クラブ 鶴岡三中 峰栄スポ少 19-2 7

Lilac 双葉卓球クラブ 鶴岡工業高 17-1 4

2-2

余目クラブ 羽黒高校 鶴岡三中 16-1

1-1

余目クラブ 酒田光陵高 鶴岡二中 11-2 3

1 2 3

1-1 1

Lilac 鶴岡工業高 鶴岡一中 10-2 2



試合順序 １　ローハ ２ イーハ ３　イーロ

イ ロ 勝　敗 順位 イ ロ 勝　敗 順位

石川　武利 秋山　勝 金丸卓球クラブ

門脇　春美 秋山　育子 鶴岡クラブ

丸山　健治 川村　勝雄

大友　あさ 山本　みつゑ

イ ロ ハ 勝　敗 順位 イ ロ ハ 勝　敗 順位

森屋　孝 福井　秀雄

齋藤　富士子 福井　寛子

今野　幸喜 石塚　昭 遊学クラブ

石塚よし子 佐藤　まり子 城北ｸﾗﾌﾞ

渡部　健二 鈴木　和子

高橋　洋子 鈴木　美和

イ ロ ハ 勝　敗 順位 イ ロ ハ 勝　敗 順位

石川　和美 大宮　光洋

上野　徹 伊藤　聡子

佐藤　一彦 菅原　雄一

阿部　美春 八向　啓子

菅原　紘一 鶴岡第五ｸﾗﾌﾞ 佐藤　勝喜

五十嵐年子 鶴岡愛好ラージ 奥山　さなえ

０－２ ３ロ ０－２

ハ ０－２ ２－０ １－１ ２

０－２ロ １－２

２－０ ２－０ ２－０ １

E

イ ２－１ ２－０ ２－０ １

ラージボール予選リーグ

A

イ

ロ

２－０

D

１－０ １

０－２ ０－１ ２

B

イ

遊学クラブ

余目クラブ

１－１

３

ロ ２－１ ２－０ ２－０ １

イ １－２ １－２ ０－２

ハ ２－１ ０－２ ２

２

２－１

３０－２

イ

ハ ０－２

２－０ ２－０

０－２

余目クラブ

０－２ ０－２ ０－２

ロ １－２ ２－０ １－１

２－０ １－０ １

ロ ０－２ ０－１ ２ウイングス庄内

ウイングス庄内

親子ｸﾗﾌﾞ

双葉卓球クラブ

藤島卓球

遊学クラブ

２－０ 鶴岡城北

鶴岡愛好ラージ

鶴岡クラブ

１

C

F

イ

鶴岡三陽クラブ １－１ ２

３ハ



試合順序 １　ローハ ２ イーハ ３　イーロ

イ ロ ハ 勝　敗 順位 イ ロ ハ 勝　敗 順位

佐藤　美喜夫 佐藤美和子 鶴岡クラブ

吉井　三津枝 阿部　浩昭 朝暘ｸﾗﾌﾞ

石塚　昇 武田　健治

鈴木　和子 井上　直子

小島　秀喜 本間　喜美雄

佐藤　康子 太田　久美

イ ロ ハ 勝　敗 順位 イ ロ ハ 勝　敗 順位

白幡　克巳 鈴木　勝

髙橋由美子 大沼　若子

佐藤　達也 板垣　千代志 チーム鶴岡

佐藤　しず子 甚田　治美 鶴岡城北

鈴木吉男 白幡　勇

金内　佳子 今野　和子

イ ロ ハ 勝　敗 順位 イ ロ ハ 勝　敗 順位

鶴巻　千秋 畠山　秀美

横山　和子 秋野　郁

蛸井　恒祐 岡部　一宏

蛸井喜美子 佐藤　和子

白幡　芳雄 遊学クラブ 佐藤　波留輝

菅原　美紀 第六クラブ 青塚　一女
ハ ０－２ ０－２ ０－２ ３

２－０ １２－０

ほかりクラブ

余目クラブ

３

ロ ０－２ ３

ハ ０－２ ２－０ １－１ ２

２－１ ２－０ ２－０ １

L

イ ０－２ ２－０ １－１ ２

ロ ２－０

０－２

ハ ０－２ ２－１ １－１ ２

１－２ １－２

０－２ ３

２－０イ

ロ ０－２ ０－２ ０－２

０－２ １－２

０－２ ２－０ １－１ ２

２－０ ２－０余目クラブ １

イ

ロ ０－２ ２－１ １－１ ２

ロ

０－２ ３

イ ２－０ ２－０ ２－０ １

J

K

０－２ ３

ハ ０－２

ロ ０－２

イ

H

イ ２－０ ２－０ ２－０ １

鶴岡三陽クラブ

明倫第四ｸﾗﾌﾞ

ウイングス庄内

三川ｸﾗﾌﾞ

双葉卓球クラブ

双葉卓球クラブ

２－０ １－１ ２

２－０ ２－０ ２－０ １

鶴岡城北

鶴岡愛好ﾗｰｼﾞ

鶴岡クラブ

ほかりクラブ

G

I

０－２ ０－２ハ ハ

鶴岡三陽クラブ



ラージボール　１・２位　決勝トーナメント　　１

石川　武利 丸山　健治

門脇　春美 大友　あさ

鶴巻　千秋 蛸井　恒祐 白幡　芳雄 遊学クラブ 2-1

横山　和子 蛸井喜美子 菅原　美紀 第六クラブ

秋山　勝 金丸卓球クラブ 川村　勝雄

秋山　育子 鶴岡クラブ 山本　みつゑ 3-1

白幡　克巳 佐藤　達也 鈴木吉男

髙橋由美子 佐藤　しず子 金内　佳子

大宮　光洋 菅原　雄一 佐藤　勝喜

伊藤　聡子 八向　啓子 奥山　さなえ 2-2

佐藤美和子 鶴岡クラブ 武田　健治 本間　喜美雄

阿部　浩昭 朝暘ｸﾗﾌﾞ 井上　直子 太田　久美 4-1

石川　和美 佐藤　一彦 菅原　紘一 鶴岡第五ｸﾗﾌﾞ

上野　徹 阿部　美春 五十嵐年子 鶴岡愛好ラージ

佐藤　美喜夫 石塚　昇 小島　秀喜 2-3

吉井　三津枝 鈴木　和子 佐藤　康子

畠山　秀美 岡部　一宏 佐藤　波留輝

秋野　郁 佐藤　和子 青塚　一女 3-2

森屋　孝 今野　幸喜 渡部　健二

齋藤　富士子 石塚よし子 高橋　洋子

鈴木　勝 板垣　千代志 チーム鶴岡 白幡　勇

大沼　若子 甚田　治美 鶴岡城北 今野　和子 2-4

福井　秀雄 石塚　昭 遊学クラブ 鈴木　和子

福井　寛子 佐藤　まり子 城北ｸﾗﾌﾞ 鈴木　美和

余目クラブ

B-2

1-1

1-2

1-3

4

5

6

遊学クラブ A-1

K-2

3

1

2

ウイングス庄内

I-1

11

C-2

余目クラブ

H-1

7鶴岡クラブ

J-2

鶴岡三陽クラブ

鶴岡クラブ

藤島卓球 D-1

F-2

A

12

G-2

L-1

E-1

8

9

10

1-4

第四ｸﾗﾌﾞ

余目クラブ 遊学クラブ 鶴岡愛好ラージ

親子ｸﾗﾌﾞ

鶴岡愛好ﾗｰｼﾞ

ウイングス庄内 鶴岡三陽クラブ

双葉卓球クラブ 余目クラブ ほかりクラブ

双葉卓球クラブ

明倫 三川ｸﾗﾌﾞ

鶴岡三陽クラブ 鶴岡城北 ほかりクラブ

双葉卓球クラブ 鶴岡城北 ウイングス庄内



ラージボール　１・２位　決勝トーナメント　　2

森屋　孝 今野　幸喜 渡部　健二

齋藤　富士子 石塚よし子 高橋　洋子

白幡　克巳 佐藤　達也 鈴木吉男 2-1

髙橋由美子 佐藤　しず子 金内　佳子

福井　秀雄 石塚　昭 遊学クラブ 鈴木　和子

福井　寛子 佐藤　まり子 城北ｸﾗﾌﾞ 鈴木　美和 3-1

鶴巻　千秋 蛸井　恒祐 白幡　芳雄 遊学クラブ

横山　和子 蛸井喜美子 菅原　美紀 第六クラブ

佐藤美和子 鶴岡クラブ 武田　健治 本間　喜美雄

阿部　浩昭 朝暘ｸﾗﾌﾞ 井上　直子 太田　久美 2-2

大宮　光洋 菅原　雄一 佐藤　勝喜

伊藤　聡子 八向　啓子 奥山　さなえ 4-1

佐藤　美喜夫 石塚　昇 小島　秀喜

吉井　三津枝 鈴木　和子 佐藤　康子

石川　和美 佐藤　一彦 菅原　紘一 鶴岡第五ｸﾗﾌﾞ 2-3

上野　徹 阿部　美春 五十嵐年子 鶴岡愛好ラージ

鈴木　勝 板垣　千代志 チーム鶴岡 白幡　勇

大沼　若子 甚田　治美 鶴岡城北 今野　和子 3-2

石川　武利 丸山　健治

門脇　春美 大友　あさ

畠山　秀美 岡部　一宏 佐藤　波留輝

秋野　郁 佐藤　和子 青塚　一女 2-4

秋山　勝 金丸卓球クラブ 川村　勝雄

秋山　育子 鶴岡クラブ 山本　みつゑ

決勝

15

24B-1

B

石川　和美

上野　徹

鈴木　勝

大沼　若子

A

1-3

1-4

余目クラブ

優　勝

鶴岡クラブ

20

22余目クラブ 遊学クラブ A-2

13遊学クラブ 鶴岡愛好ラージ C-1

14I-2

D-2

ほかりクラブ

B

19鶴岡クラブ 第四ｸﾗﾌﾞ 双葉卓球クラブ

18双葉卓球クラブ 鶴岡城北 ウイングス庄内 F-1

G-1

1-1

1-2

16

ウイングス庄内

鶴岡クラブ 鶴岡三陽クラブ E-2

余目クラブ

余目クラブ

親子ｸﾗﾌﾞ

鶴岡愛好ﾗｰｼﾞ

鶴岡三陽クラブ 鶴岡城北

藤島卓球

23双葉卓球クラブ L-2

ウイングス庄内 鶴岡三陽クラブ K-1

17明倫 三川ｸﾗﾌﾞ H-2

21余目クラブ J-1

ほかりクラブ



ラージボール　３位　トーナメント　　

石川　武利 丸山　健治

門脇　春美 大友　あさ

畠山　秀美 岡部　一宏 佐藤　波留輝 2-1

秋野　郁 佐藤　和子 青塚　一女

佐藤美和子 鶴岡クラブ 武田　健治 本間　喜美雄

阿部　浩昭 朝暘ｸﾗﾌﾞ 井上　直子 太田　久美

石川　和美 佐藤　一彦 菅原　紘一 鶴岡第五ｸﾗﾌﾞ

上野　徹 阿部　美春 五十嵐年子 鶴岡愛好ラージ

白幡　克巳 佐藤　達也 鈴木吉男

髙橋由美子 佐藤　しず子 金内　佳子 2-2

福井　秀雄 石塚　昭 遊学クラブ 鈴木　和子

福井　寛子 佐藤　まり子 城北ｸﾗﾌﾞ 鈴木　美和 4-1

森屋　孝 今野　幸喜 渡部　健二

齋藤　富士子 石塚よし子 高橋　洋子

鈴木　勝 板垣　千代志 チーム鶴岡 白幡　勇 2-3

大沼　若子 甚田　治美 鶴岡城北 今野　和子

大宮　光洋 菅原　雄一 佐藤　勝喜

伊藤　聡子 八向　啓子 奥山　さなえ

佐藤　美喜夫 石塚　昇 小島　秀喜

吉井　三津枝 鈴木　和子 佐藤　康子

鶴巻　千秋 蛸井　恒祐 白幡　芳雄 遊学クラブ

横山　和子 蛸井喜美子 菅原　美紀 第六クラブ 2-4

秋山　勝 金丸卓球クラブ 川村　勝雄

秋山　育子 鶴岡クラブ 山本　みつゑ

1-2

1-4

1-3

3-2

3-1

1余目クラブ 遊学クラブ A-3

1-1

2双葉卓球クラブ L-3

3明倫 三川ｸﾗﾌﾞ H-3

ほかりクラブ余目クラブ

余目クラブ

親子ｸﾗﾌﾞ 6藤島卓球 D-3

4鶴岡クラブ 鶴岡三陽クラブ E-3

5鶴岡三陽クラブ 鶴岡城北 ほかりクラブ I-3

余目クラブ J-3

9双葉卓球クラブ ウイングス庄内 F-3

鶴岡愛好ﾗｰｼﾞ

7遊学クラブ

12B-3ウイングス庄内

鶴岡城北

8

鶴岡愛好ラージ C-3

鶴岡クラブ

11ウイングス庄内 鶴岡三陽クラブ K-3

10第四ｸﾗﾌﾞ 双葉卓球クラブ G-3


