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男子ｼﾝｸﾞﾙｽ予選リーグ

リーグ 1 2 3 4 リーグ 1 2 3 4

佐藤　将希 五十嵐　聖真 内藤　伊吹 伊藤　逞夢 伊藤　晴哉 齊藤　昂希 小鷹　陸駆 水口　優孝

余目クラブ 鶴岡四中 鶴岡北高 温海中 Lilac 酒田光陵高 櫛引中 鶴岡四中

庄司　翼 前田　勇斗 佐藤　天恩 海藤 瑛人 鎚谷　広伸 石川　貴志 菅原  瞬 白幡　海二

余目クラブ 酒田光陵高 鶴岡工業 余目スポ少 双葉卓球クラブ 余目クラブ 庄内農業 鶴岡一中

佐藤 快音 田中　健一 釼持  司 榊枝　比呂 秋野　哲平 佐藤　蓮 今野　叶斗 長南 愛汰

鳥海八幡中 城北スポ少 庄内農業 鶴岡一中 双葉卓球クラブ 酒田光陵高 鶴岡四中 峰栄スポ少

山泉　貴義 鈴木　孝幸 菅原 理喜 相馬　陸人 柴田　　吏 佐々木　脩太郎 鈴木　啓太 河野　和正

双葉卓球クラブ TTミラン 庄内農業 立川中 鶴岡NJA 酒田光陵高 藤島中 鶴岡四中

南　佳樹 白幡　友元 五十嵐　頼 伊藤 圭吾 原　幸成 榊原　壮太 佐藤　快音 坂本　吏生

酒田光陵高 鶴岡三中 余目クラブ 庄内農業 TTミラン 鶴岡北高 双葉クラブ 立川中

結城　杏介 豊田　満愛 本間　黎 田中　陽彩 矢作　幸太 阿部　龍輝 清水　陸 深松 史椰

TTミラン 鶴岡工業 金丸クラブ 鶴岡一中 金丸卓球クラブ 鶴岡NJA 酒田光陵高 余目スポ少

金丸　俊明 上野　史人 瀬尾 涼太 川原　璃久 鈴木　翔太 菅井　寿真 五十嵐　暖真 三井　郁弥

金丸卓球クラブ 余目クラブ 三川中 鶴岡三中 TTミラン 羽黒高校 鶴岡四中 鶴岡一中

佐久間　一樹 鶴巻　圭吾 山口　梁太 榎本　詩音 富樫　哲弥 長谷部　至人 加賀　春翔 本間　劉

金丸卓球クラブ 鶴岡工業 双葉クラブ 温海中 金丸卓球クラブ 余目クラブ 酒田光陵高 鶴岡四中

後藤　湧太 土門　奨 奥山　司那 渡部　健志 渡曾　隼也 澁谷　　翼 田中　一朗 斉藤　綾汰

Lilac TTミラン 鶴岡北高 立川中 余目クラブ 鶴岡NJA 城北スポ少 立川中

五十嵐　敏也 阿曽　元紀 斎藤　陽向 深松 生真 土井　優輝 千田　歩 高田　慶人 矢作 陽日

金丸卓球クラブ 酒田光陵高 櫛引中 余目スポ少 TTミラン 鶴岡北高 鶴岡三中 三川中

矢口　悟 長谷川　怜音 野村　昌汰 佐藤 善命 小池　修平 坂本　陽 川上　湊都 山﨑 紳二朗

金丸卓球クラブ 鶴岡工業 鶴岡三中 峰栄スポ少 金丸卓球クラブ 羽黒高校 酒田光陵高 余目スポ少

長南　卓也 横山 真人 遠田　拓夢 髙橋　真翔 髙橋　有惺 海老原 虹介 竹内　蓮大 佐藤　斗樹

金丸卓球クラブ 庄内農業 鶴岡工業 余目中 酒田光陵高 余目クラブ 鶴岡三中 羽黒高校

田中　春吾 佐藤　和広 五戸　伶和 原田 和祈 深松　奏汰 沓澤　聡 石川  樹 阿部　旭

鶴岡三中 余目クラブ 鶴岡工業 三川中 余目中 Lilac 庄内農業 鶴岡三中

鎚谷　知朗 佐藤　瑛太 渡會 真 遠田　光希 杉野森　雄輔 内山　真 佐々木　颯太 齋藤 幹太

金丸卓球クラブ 余目クラブ 鶴岡工業 酒田光陵高 鶴岡北高 Lilac 余目中 城北スポ少

五十嵐　尊 豊田　航大 伊藤　永翔 前田　琥羽

鶴岡北高 Lilac 余目中 城北スポ少
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女子 シングルス予選リーグ

リーグ 1 2 3 4 リーグ 1 2 3 4

伊藤　杏和 小松　沙希 太田　百々花 髙橋 優妃 原　菜々夏 齋藤　妃菜 工藤　綺桜 成田　琴美

Lilac 庄内総合 立川中 余目スポ少 鶴岡東高 庄内総合 鶴岡三中 鶴岡四中

長谷部　真奈 佐藤　楓那 五十嵐　百花 佐藤 翠 島田　奈々花 齋藤　笑那 佐藤　明花里 田中 真子 

余目中 庄内総合 鶴岡四中 暘光スポ少 鶴岡東高 余目中 温海中 城北スポ少

榎本　望愛 金丸ひかり 門脇　麗奈 佐々木　栞菜 伊藤　遙夏 佐久間美紅 加藤 俐穂 今野　雛恋

鶴岡北高 鶴岡三中 立川中 余目スポ少 鶴岡東高 櫛引中 暘光スポ少 鶴岡一中

五十嵐　このは 長堀　葉月 難波 悠理 富樫　穂俐 大滝　涼夏 冨樫　  萌 伊藤　優羽 髙田 光莉

鶴岡北高 庄内総合 城北スポ少 藤島中 鶴岡東高 庄内総合 余目中 城北スポ少

石川　里湖 奥山　依愛 吉泉　桃愛 佐藤　佳奈 竹内　美桜 亀井　春花 富樫 陽菜

鶴岡三中 鶴岡東高 余目中 城北スポ少 鶴岡三中 鶴岡北高 余目スポ少

後藤 奏祐 髙橋　芽依 原 幸夏 鶴巻 希拓 齋藤　千嘉 寒河江あかり

鶴岡北高 鶴岡一中 余目スポ少 双葉クラブ 鶴岡東高 鶴岡三中
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男子　予選リーグ　

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位
佐藤　将希 伊藤　晴哉
余目クラブ Lilac

五十嵐　聖真 齊藤　昂希
鶴岡四中 酒田光陵高

内藤　伊吹 小鷹　陸駆
鶴岡北高 櫛引中

伊藤　逞夢 水口　優孝
温海中 鶴岡四中

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位
庄司　翼 鎚谷　広伸

余目クラブ 双葉卓球クラブ

前田　勇斗 石川　貴志
酒田光陵高 余目クラブ
佐藤　天恩 菅原  瞬
鶴岡工業 庄内農業
海藤 瑛人 白幡　海二
余目スポ少 鶴岡一中

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位
佐藤 快音 秋野　哲平

鳥海八幡中 双葉卓球クラブ

田中　健一 佐藤　蓮
城北スポ少 酒田光陵高

釼持  司 今野　叶斗
庄内農業 鶴岡四中

榊枝　比呂 長南 愛汰
鶴岡一中 峰栄スポ少

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位
山泉　貴義 柴田　　吏

双葉卓球クラブ 鶴岡NJA
鈴木　孝幸 佐々木　脩太郎

TTミラン 酒田光陵高
菅原 理喜 鈴木　啓太
庄内農業 藤島中

相馬　陸人 河野　和正
立川中 鶴岡四中
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男子　予選リーグ　 1- イ-二　2-ロ-ハ　3-イ-ハ　4-ロ-二　5-イ-ロ　6-ハ-二

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位
南　佳樹 原　幸成

酒田光陵高 TTミラン
白幡　友元 榊原　壮太
鶴岡三中 鶴岡北高

五十嵐　頼 佐藤　快音
余目クラブ 双葉クラブ
伊藤 圭吾 坂本　吏生
庄内農業 立川中

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位
結城　杏介 矢作　幸太
TTミラン 金丸卓球クラブ

豊田　満愛 阿部　龍輝
鶴岡工業 鶴岡NJA
本間　黎 清水　陸

金丸クラブ 酒田光陵高
田中　陽彩 深松 史椰
鶴岡一中 余目スポ少

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位
金丸　俊明 鈴木　翔太

金丸卓球クラブ TTミラン
上野　史人 菅井　寿真
余目クラブ 羽黒高校
瀬尾 涼太 五十嵐　暖真

三川中 鶴岡四中
川原　璃久 三井　郁弥
鶴岡三中 鶴岡一中

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位
佐久間　一樹 富樫　哲弥
金丸卓球クラブ 金丸卓球クラブ

鶴巻　圭吾 長谷部　至人

鶴岡工業 余目クラブ
山口　梁太 加賀　春翔
双葉クラブ 酒田光陵高
榎本　詩音 本間　劉

温海中 鶴岡四中
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男子　予選リーグ　 1- イ-二　2-ロ-ハ　3-イ-ハ　4-ロ-二　5-イ-ロ　6-ハ-二

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位
後藤　湧太 渡曾　隼也

Lilac 余目クラブ
土門　奨 澁谷　　翼
TTミラン 鶴岡NJA

奥山　司那 田中　一朗
鶴岡北高 城北スポ少

渡部　健志 斉藤　綾汰
立川中 立川中

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位
五十嵐　敏也 土井　優輝
金丸卓球クラブ TTミラン
阿曽　元紀 千田　歩
酒田光陵高 鶴岡北高
斎藤　陽向 高田　慶人

櫛引中 鶴岡三中
深松 生真 矢作 陽日
余目スポ少 三川中

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位
矢口　悟 小池　修平

金丸卓球クラブ 金丸卓球クラブ

長谷川　怜音 坂本　陽
鶴岡工業 羽黒高校

野村　昌汰 川上　湊都
鶴岡三中 酒田光陵高
佐藤 善命 山﨑 紳二朗
峰栄スポ少 余目スポ少

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位
長南　卓也 髙橋　有惺

金丸卓球クラブ 酒田光陵高
横山 真人 海老原 虹介
庄内農業 余目クラブ

遠田　拓夢 竹内　蓮大
鶴岡工業 鶴岡三中

髙橋　真翔 佐藤　斗樹
余目中 羽黒高校
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１－２ ０－３ ４

０－２ ２－１ ２－１ ２－１ ２

３－０ １

０－２ ２－１ １－２ １－２ ３

２－０ ２－１ ２

０－２ ２－０ ０－２ １－２ ３

２－０ ３－０ １

０－２ ０－２ １－２ ０－３ ４

１－２ ２－０ １－２ ３

２－０ ２－１

１－２ ２－０

３－０ １

０－２ ２－０ ２－１ ２－１ ２

０－２ ２－０ ２－０ ２－１ ２

０－２ ０－２ ０－２ ０－３ ４

２－０ ２－０ ２－０ ３－０ １

０－２ ０－２ ２－０ １－２ ３

２－０ １－２ ３

０－２ ０－２ ０－２ ０－３ ４

３－０ １

１－２ ２－１ ２－０ ２－１ ２

第17ブロック 第18ブロック

イ イ

ロ ロ

２－０ ２－０ ２－０

ハ ハ

ニ ニ

０－２ １－２

第19ブロック 第20ブロック

イ イ２－０ ２－０ ２－０

ロ ロ

ハ ハ０－２ ０－２ ０－２

ニ ニ

第21ブロック 第22ブロック

０－３ ４

０－２

イ イ

ロ ロ

２－０ ２－１ ２－０

ハ ハ

ニ ニ

１－２ １－２

第23ブロック 第24ブロック

イ イ２－０ ２－０ ２－０

ロ ロ

ハ ハ０－２ １－２ ２－０

ニ ニ

１－２ ３

０－２



男子　予選リーグ　 1- イ-二　2-ロ-ハ　3-イ-ハ　4-ロ-二　5-イ-ロ　6-ハ-二

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位
田中　春吾 深松　奏汰
鶴岡三中 余目中

佐藤　和広 沓澤　聡
余目クラブ Lilac
五戸　伶和 石川  樹
鶴岡工業 庄内農業
原田 和祈 阿部　旭

三川中 鶴岡三中

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位
鎚谷　知朗 杉野森　雄輔

金丸卓球クラブ 鶴岡北高
佐藤　瑛太 内山　真
余目クラブ Lilac
渡會 真 佐々木　颯太

鶴岡工業 余目中
遠田　光希 齋藤 幹太
酒田光陵高 城北スポ少

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位
五十嵐　尊
鶴岡北高

豊田　航大
Lilac

伊藤　永翔
余目中

前田　琥羽
城北スポ少

０－２ ０－２ ０－２ ０－３ ４

０－２ ０－２ ２－０ １－２ ３

０－２ ２－０ ２－０ ２－１ ２

２－０ ２－０ ２－０ ３－０ １

０－２ ２－０ １－１ ２

０－２ ０－２ ０－２ ３

キケン

２－０ ２－０ ２－０ １

０－２ ２－１ ２－０ ２－１ ２

０－２ ０－２ ０－２ ０－３ ４

２－０ ２－０ ３－０ １

０－２ １－２ ２－０ １－２ ３

０－２ １－２ ０－２ ０－３ ４

１－２ ０－２ ２－０ １－２ ３

２－０ ２－０ ２－１ ３－０ １

０－２ ２－１ ２－０ ２－１ ２

２－０ １－２ ３

０－２ ０－２ ０－２ ０－３ ４

３－０ １

０－２ ２－０ ２－０ ２－１ ２

佐藤　将希

伊藤　晴哉

男子シングルス　決勝

優勝

余目クラブ

Lilac

第25ブロック 第26ブロック

イ イ

ロ ロ

２－０ ２－０ ２－０

ハ ハ

ニ ニ

０－２ ０－２

ハ

第27ブロック 第28ブロック

イ イ２－０

ニ ニ

第29ブロック

ロ ロ

ハ

ハ

ニ

イ

ロ



男子決勝トーナメント　　１

佐藤　将希 五十嵐　聖真 内藤　伊吹 伊藤　逞夢
余目クラブ 鶴岡四中 鶴岡北高 温海中
秋野　哲平 佐藤　蓮 今野　叶斗 長南 愛汰 2-1

双葉卓球クラブ 酒田光陵高 鶴岡四中 峰栄スポ少
五十嵐　敏也 阿曽　元紀 斎藤　陽向 深松 生真

金丸卓球クラブ 酒田光陵高 櫛引中 余目スポ少
後藤　湧太 土門　奨 奥山　司那 渡部　健志

Lilac TTミラン 鶴岡北高 立川中
小池　修平 坂本　陽 川上　湊都 山﨑 紳二朗

金丸卓球クラブ 羽黒高校 酒田光陵高 余目スポ少
佐久間　一樹 鶴巻　圭吾 山口　梁太 榎本　詩音

金丸卓球クラブ 鶴岡工業 双葉クラブ 温海中
富樫　哲弥 長谷部　至人 加賀　春翔 本間　劉

金丸卓球クラブ 余目クラブ 酒田光陵高 鶴岡四中
南　佳樹 白幡　友元 五十嵐　頼 伊藤 圭吾

酒田光陵高 鶴岡三中 余目クラブ 庄内農業
五十嵐　尊 豊田　航大 伊藤　永翔 前田　琥羽
鶴岡北高 Lilac 余目中 城北スポ少
長南　卓也 横山 真人 遠田　拓夢 髙橋　真翔

金丸卓球クラブ 庄内農業 鶴岡工業 余目中
矢口　悟 長谷川　怜音 野村　昌汰 佐藤 善命

金丸卓球クラブ 鶴岡工業 鶴岡三中 峰栄スポ少
深松　奏汰 沓澤　聡 石川  樹 阿部　旭

余目中 Lilac 庄内農業 鶴岡三中
伊藤　晴哉 齊藤　昂希 小鷹　陸駆 水口　優孝

Lilac 酒田光陵高 櫛引中 鶴岡四中
鎚谷　知朗 佐藤　瑛太 渡會 真 遠田　光希

金丸卓球クラブ 余目クラブ 鶴岡工業 酒田光陵高
柴田　　吏 佐々木　脩太郎 鈴木　啓太 河野　和正
鶴岡NJA 酒田光陵高 藤島中 鶴岡四中
佐藤 快音 田中　健一 釼持  司 榊枝　比呂

鳥海八幡中 城北スポ少 庄内農業 鶴岡一中
山泉　貴義 鈴木　孝幸 菅原 理喜 相馬　陸人 2-5

双葉卓球クラブ TTミラン 庄内農業 立川中
髙橋　有惺 海老原 虹介 竹内　蓮大 佐藤　斗樹
酒田光陵高 余目クラブ 鶴岡三中 羽黒高校
田中　春吾 佐藤　和広 五戸　伶和 原田 和祈
鶴岡三中 余目クラブ 鶴岡工業 三川中
渡曾　隼也 澁谷　　翼 田中　一朗 斉藤　綾汰
余目クラブ 鶴岡NJA 城北スポ少 立川中
庄司　翼 前田　勇斗 佐藤　天恩 海藤 瑛人

余目クラブ 酒田光陵高 鶴岡工業 余目スポ少
矢作　幸太 阿部　龍輝 清水　陸 深松 史椰

金丸卓球クラブ 鶴岡NJA 酒田光陵高 余目スポ少
金丸　俊明 上野　史人 瀬尾 涼太 川原　璃久

金丸卓球クラブ 余目クラブ 三川中 鶴岡三中
原　幸成 榊原　壮太 佐藤　快音 坂本　吏生
TTミラン 鶴岡北高 双葉クラブ 立川中

結城　杏介 豊田　満愛 本間　黎 田中　陽彩
TTミラン 鶴岡工業 金丸クラブ 鶴岡一中

土井　優輝 千田　歩 高田　慶人 矢作 陽日
TTミラン 鶴岡北高 鶴岡三中 三川中

杉野森　雄輔 内山　真 佐々木　颯太 齋藤 幹太
鶴岡北高 Lilac 余目中 城北スポ少

鈴木　翔太 菅井　寿真 五十嵐　暖真 三井　郁弥
TTミラン 羽黒高校 鶴岡四中 鶴岡一中 2-8

鎚谷　広伸 石川　貴志 菅原  瞬 白幡　海二
双葉卓球クラブ 余目クラブ 庄内農業 鶴岡一中

3-1

3-2

3-3

3-4

5-1

4-2

4-1

1-10

1-11

1-12

1-13

2-2

2-3

2-4

2-6

2-7

16-1 7

9-1

1-7

1-8

1-9

8

29-2 9

23-2

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-1 1

6-2 2

19-2 3

17-1 4

22-2 5

15-2 6

10

21-1 11

26-1 12

2-2 13

27-2 14

8-1 15

5-1 16

7-2 17

24-1 18

25-1 19

18-2 20

3-2 21

12-1 22

13-1 23

10-2 24

11-2 25

4-1 29

20-1 26

28-1 27

14-2 28



男子決勝トーナメント　　2

庄司　翼 前田　勇斗 佐藤　天恩 海藤 瑛人
余目クラブ 酒田光陵高 鶴岡工業 余目スポ少
矢作　幸太 阿部　龍輝 清水　陸 深松 史椰 2-9

金丸卓球クラブ 鶴岡NJA 酒田光陵高 余目スポ少
五十嵐　尊 豊田　航大 伊藤　永翔 前田　琥羽
鶴岡北高 Lilac 余目中 城北スポ少

五十嵐　敏也 阿曽　元紀 斎藤　陽向 深松 生真
金丸卓球クラブ 酒田光陵高 櫛引中 余目スポ少

田中　春吾 佐藤　和広 五戸　伶和 原田 和祈
鶴岡三中 余目クラブ 鶴岡工業 三川中
矢口　悟 長谷川　怜音 野村　昌汰 佐藤 善命

金丸卓球クラブ 鶴岡工業 鶴岡三中 峰栄スポ少
鈴木　翔太 菅井　寿真 五十嵐　暖真 三井　郁弥
TTミラン 羽黒高校 鶴岡四中 鶴岡一中

結城　杏介 豊田　満愛 本間　黎 田中　陽彩
TTミラン 鶴岡工業 金丸クラブ 鶴岡一中

杉野森　雄輔 内山　真 佐々木　颯太 齋藤 幹太
鶴岡北高 Lilac 余目中 城北スポ少

富樫　哲弥 長谷部　至人 加賀　春翔 本間　劉
金丸卓球クラブ 余目クラブ 酒田光陵高 鶴岡四中

小池　修平 坂本　陽 川上　湊都 山﨑 紳二朗
金丸卓球クラブ 羽黒高校 酒田光陵高 余目スポ少

鎚谷　広伸 石川　貴志 菅原  瞬 白幡　海二
双葉卓球クラブ 余目クラブ 庄内農業 鶴岡一中

後藤　湧太 土門　奨 奥山　司那 渡部　健志
Lilac TTミラン 鶴岡北高 立川中 2-12

秋野　哲平 佐藤　蓮 今野　叶斗 長南 愛汰
双葉卓球クラブ 酒田光陵高 鶴岡四中 峰栄スポ少

山泉　貴義 鈴木　孝幸 菅原 理喜 相馬　陸人
双葉卓球クラブ TTミラン 庄内農業 立川中

深松　奏汰 沓澤　聡 石川  樹 阿部　旭
余目中 Lilac 庄内農業 鶴岡三中

金丸　俊明 上野　史人 瀬尾 涼太 川原　璃久
金丸卓球クラブ 余目クラブ 三川中 鶴岡三中

長南　卓也 横山 真人 遠田　拓夢 髙橋　真翔
金丸卓球クラブ 庄内農業 鶴岡工業 余目中

鎚谷　知朗 佐藤　瑛太 渡會 真 遠田　光希
金丸卓球クラブ 余目クラブ 鶴岡工業 酒田光陵高

佐藤　将希 五十嵐　聖真 内藤　伊吹 伊藤　逞夢
余目クラブ 鶴岡四中 鶴岡北高 温海中
柴田　　吏 佐々木　脩太郎 鈴木　啓太 河野　和正
鶴岡NJA 酒田光陵高 藤島中 鶴岡四中
原　幸成 榊原　壮太 佐藤　快音 坂本　吏生
TTミラン 鶴岡北高 双葉クラブ 立川中

佐久間　一樹 鶴巻　圭吾 山口　梁太 榎本　詩音
金丸卓球クラブ 鶴岡工業 双葉クラブ 温海中

南　佳樹 白幡　友元 五十嵐　頼 伊藤 圭吾
酒田光陵高 鶴岡三中 余目クラブ 庄内農業
佐藤 快音 田中　健一 釼持  司 榊枝　比呂

鳥海八幡中 城北スポ少 庄内農業 鶴岡一中
渡曾　隼也 澁谷　　翼 田中　一朗 斉藤　綾汰
余目クラブ 鶴岡NJA 城北スポ少 立川中
髙橋　有惺 海老原 虹介 竹内　蓮大 佐藤　斗樹
酒田光陵高 余目クラブ 鶴岡三中 羽黒高校
土井　優輝 千田　歩 高田　慶人 矢作 陽日
TTミラン 鶴岡北高 鶴岡三中 三川中 2-16

伊藤　晴哉 齊藤　昂希 小鷹　陸駆 水口　優孝
Lilac 酒田光陵高 櫛引中 鶴岡四中

24

5-2

3-5

3-6

3-7

3-8

4-3

4-4

2-10

2-11

2-13

2-14

2-15

1-17

1-16

3-1

12-2

30

17

28

29

29-1 18

25-2 20
1-15

9-2

5-2

18-1

28-2

17-2

6-1

24

19-1 19

1-14

1-26

1-25

1-24

1-23

1-22

1-21

1-20

1-19

1-18

21-2 21

14-1 22

11-1 23

16-2 25

22-1 26

4-2 27

7-1 8

26-2 9

20-2

10

23-1 11

27-1 12

13-2

28

1-2 13

8-2 14

10-1 15

25

26

2-1 29

15-1 23

24-2 27



女子　予選リーグ

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

伊藤　杏和 原　菜々夏
Lilac 鶴岡東高

小松　沙希 齋藤　妃菜
庄内総合 庄内総合

太田　百々花 工藤　綺桜
立川中 鶴岡三中

髙橋 優妃 成田　琴美
余目スポ少 鶴岡四中

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

長谷部　真奈 島田　奈々花
余目中 鶴岡東高

佐藤　楓那 齋藤　笑那
庄内総合 余目中

五十嵐　百花 佐藤　明花里
鶴岡四中 温海中
佐藤 翠 田中 真子 

峰栄スポ少 城北スポ少

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

榎本　望愛 伊藤　遙夏
鶴岡北高 鶴岡東高

金丸ひかり 佐久間美紅
鶴岡三中 櫛引中

門脇　麗奈 加藤 俐穂
立川中 暘光スポ少

佐々木　栞菜 今野　雛恋
余目スポ少 鶴岡一中

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

五十嵐　このは 大滝　涼夏
鶴岡北高 鶴岡東高

長堀　葉月 冨樫　  萌
庄内総合 庄内総合
難波 悠理 伊藤　優羽
城北スポ少 余目中
富樫　穂俐 髙田 光莉

藤島中 城北スポ少

０－２ ０－２ ２－０ １－２ ３

０－２ １－２ ０－２ ０－３ ４

２－０ ２－０ ２－０ ３－０ １

０－２ ２－０ ２－１ ２－１ ２

２－１ ２－１ ２

０－２ ０－２ １－２ ０－３ ４

３－０ １

０－２ ０－２ ２－０ １－２ ３

２－０ １－２ ３

０－２ ０－２ ０－２ ０－３ ４

２－０ ２－０ ３－０ １

０－２ ２－０ ２－０ ２－１ ２

０－２ ０－２ ２－０ １－２ ３

２－０

０－２ ０－２

３－０ １

０－２ ２－１ ２－０ ２－１ ２

０－２ １－２ ２－０ １－２ ３

０－２ １－２ ０－２ ０－３ ４

２－０ ２－０ ２－０ ３－０ １

０－２ ２－１ ２－１ ２－１ ２

１－２ ０－３ ４

０－２ ０－２ ２－１ １－２ ３

３－０ １

０－２ ２－０ ２－０ ２－１ ２

０－２ ２－０ ２－１ ２－１ ２

０－２ ０－２ １－２ ０－３ ４

２－０ ２－０ ２－０ ３－０ １

０－２ ０－２ ２－０ １－２ ３

２－１ ２

０－２ ２－０ ０－２ １－２ ３

２－０ ２－０ ２－０ ３－０ １

１－２ ０－２

4人　1- イ-二　2-ロ-ハ　3-イ-ハ　4-ロ-二　5-イ-ロ　6-ハ-二 3人　1- ロ-ハ　2-イ-ハ　3-イ-ロ　

ハ ハ

ニ ニ

０－２ ２－０

イ イ

ロ ロ

２－０ ２－０ ２－０

ニ ニ

第7ブロック 第8ブロック

０－２ １－２ ０－２

ロ ロ

ハ ハ０－３ ４

第5ブロック 第6ブロック

イ イ２－０ ２－０ ２－０

ハ ハ

ニ ニ

０－２ ０－２

イ イ

ロ ロ

２－０ ２－０ ２－０

ニ ニ

第3ブロック 第４ブロック

０－２ ２－１ ２－０

ロ ロ

ハ ハ

０－２ ０－３ ４

第1ブロック 第2ブロック

イ イ



女子　予選リーグ 4人　1- イ-二　2-ロ-ハ　3-イ-ハ　4-ロ-二　5-イ-ロ　6-ハ-二 3人　1- ロ-ハ　2-イ-ハ　3-イ-ロ　

10

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

石川　里湖 竹内　美桜
鶴岡三中 鶴岡三中

奥山　依愛 亀井　春花
鶴岡東高 鶴岡北高

吉泉　桃愛 富樫 陽菜
余目中 余目スポ少

佐藤　佳奈
城北スポ少

イ ロ ハ ニ 勝敗 順位 イ ロ ハ ニ 勝敗 順位

後藤 奏祐 鶴巻 希拓
鶴岡北高 双葉クラブ

髙橋　芽依 齋藤　千嘉
鶴岡一中 鶴岡東高
原 幸夏 寒河江あかり

余目スポ少 鶴岡三中
０－２ ０－２ ０－２ ３

２－０ ２－０ ２－０ １

０－２ ２－０ １－１ ２

１－２ ０－２ ０－２ ３

０－２ ２－１ １－１ ２

２－０ ２－０ ２－０ １

０－２ ０－２ ０－２ ３

２－１ ２－０ ２－０ １

１－２ ２－０ １－１ ２

０－２ ２－０ １－２ ３

０－２ ０－２ ０－２ ０－３ ４

３－０ １

０－２ ２－０ ２－０ ２－１ ２

ロ

ハ

ニ

ハ

ニ

イ

ロ

ニ ニ

第12ブロック

イ

第11ブロック

ロ ロ

ハ ハ０－２

第9ブロック 第10ブロック

イ イ２－０ ２－０ ２－０



伊藤　杏和 小松　沙希 太田　百々花 髙橋 優妃 長谷部　真奈 佐藤　楓那 五十嵐　百花 佐藤 翠

Lilac 庄内総合 立川中 余目スポ少 余目中 庄内総合 鶴岡四中 峰栄スポ少

竹内　美桜 亀井　春花 富樫 陽菜 2-1 2-5 石川　里湖 奥山　依愛 吉泉　桃愛 佐藤　佳奈

鶴岡三中 鶴岡北高 余目スポ少 鶴岡三中 鶴岡東高 余目中 城北スポ少

原　菜々夏 齋藤　妃菜 工藤　綺桜 成田　琴美 榎本　望愛 金丸ひかり 門脇　麗奈 佐々木　栞菜

鶴岡東高 庄内総合 鶴岡三中 鶴岡四中 鶴岡北高 鶴岡三中 立川中 余目スポ少

石川　里湖 奥山　依愛 吉泉　桃愛 佐藤　佳奈 後藤 奏祐 髙橋　芽依 原 幸夏

鶴岡三中 鶴岡東高 余目中 城北スポ少 鶴岡北高 鶴岡一中 余目スポ少

五十嵐　このは 長堀　葉月 難波 悠理 富樫　穂俐 島田　奈々花 齋藤　笑那 佐藤　明花里 田中 真子 

鶴岡北高 庄内総合 城北スポ少 藤島中 2-2 2-6 鶴岡東高 余目中 温海中 城北スポ少

大滝　涼夏 冨樫　  萌 伊藤　優羽 髙田 光莉 伊藤　遙夏 佐久間美紅 加藤 俐穂 今野　雛恋

鶴岡東高 庄内総合 余目中 城北スポ少 鶴岡東高 櫛引中 暘光スポ少 鶴岡一中

榎本　望愛 金丸ひかり 門脇　麗奈 佐々木　栞菜 五十嵐　このは 長堀　葉月 難波 悠理 富樫　穂俐

鶴岡北高 鶴岡三中 立川中 余目スポ少 鶴岡北高 庄内総合 城北スポ少 藤島中

伊藤　遙夏 佐久間美紅 加藤 俐穂 今野　雛恋 2-3 2-7 大滝　涼夏 冨樫　  萌 伊藤　優羽 髙田 光莉

鶴岡東高 櫛引中 暘光スポ少 鶴岡一中 鶴岡東高 庄内総合 余目中 城北スポ少

長谷部　真奈 佐藤　楓那 五十嵐　百花 佐藤 翠 竹内　美桜 亀井　春花 富樫 陽菜

余目中 庄内総合 鶴岡四中 峰栄スポ少 鶴岡三中 鶴岡北高 余目スポ少

鶴巻 希拓 齋藤　千嘉 寒河江あかり 伊藤　杏和 小松　沙希 太田　百々花 髙橋 優妃

双葉クラブ 鶴岡東高 鶴岡三中 Lilac 庄内総合 立川中 余目スポ少

後藤 奏祐 髙橋　芽依 原 幸夏 鶴巻 希拓 齋藤　千嘉 寒河江あかり

鶴岡北高 鶴岡一中 余目スポ少 2-4 2-8 双葉クラブ 鶴岡東高 鶴岡三中

島田　奈々花 齋藤　笑那 佐藤　明花里 田中 真子 原　菜々夏 齋藤　妃菜 工藤　綺桜 成田　琴美

鶴岡東高 余目中 温海中 城北スポ少 鶴岡東高 庄内総合 鶴岡三中 鶴岡四中
24
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女子1.2位　トーナメント
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