
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



男子予選   試合順序                 

            

         勝 敗 順位

 金丸卓球                  

 立川中              

 鶴岡高専              

 三川                  

         勝 敗 順位

 余目                 

 鶴岡中央高              

 鶴岡工業               

 三川                  

         勝 敗 順位

 金丸卓球                  

 峰栄               

 鶴岡高専              

 鶴岡三中              

         勝 敗 順位

                     

 鶴岡南高              

                   

 立川中              



試合順序                 

            

         勝 敗 順位

 山形大学農学部             

 庄内総合              

 三川                  

 鶴岡高専              

         勝 敗 順位

 鶴岡高専              

 城北   少              

 鶴岡中央高              

 鶴岡三中              

         勝 敗 順位

              

 鶴岡高専           

                

 羽黒高校  

         勝 敗 順位

                   

 城北   少              

 鶴岡中央高              

 鶴岡工業              



女子予選   
試合順序

            

        勝 敗 順位

 朝暘              

 鶴岡一中           

 立川中           

        勝 敗 順位

 鶴岡北           

 三川              

               

        勝 敗 順位

                

 鶴岡南高           

 峰栄 鶴 中混合           

        勝 敗 順位

 鶴岡中央高           

 庄内総合高           

 立川中           



男子    位 決勝      

金丸卓球         金丸卓球     

      

鶴岡工業      立川中 

      

鶴岡高専     三川     

      

         城北   少 

      

山形大学農学部   
   

     

      

鶴岡高専     城北   少 

      

峰栄      立川中 

      

            余目    

女子    位 決勝      

朝暘             

      

三川        庄内総合高

      

鶴岡南高   
   

  鶴岡一中

      

鶴岡中央高     鶴岡北



男子 名簿

金丸卓球     富樫 哲弥 城北   少 石川 航大         菅原 朋文

五十嵐敏也 後藤 晴 今野 佑一郎

小池 修平 川井 十夢 長谷部 至人

金丸 俊明 本間 賢二 渡部 海斗

長谷川文康

城北   少 田中 健一

金丸卓球     矢口 悟 斎藤 拓弥 鶴岡工業  中村 真史

長南 卓也 田中 一朗 神田 恭平

高橋 修 田中 俊吾 加藤 愛斗

佐久間 一樹 池田 陽翔 阿部 柊馬

池田 皓翔

     石川 大 鶴岡工業 田中 俊希

秋山 勝 鶴岡高専 佐藤 碧 佐藤 和也

後藤 湧太 伊藤 晴哉 伊藤 望

川井 透也 山崎  凌 三浦 颯人

鈴木 歩 阿部 和真

柴田 吏 立川中 後藤 正美

本田 友幸

     阿部 晃士 鶴岡高専 菅原  詩 牧 拓実

大宮 將義 遠藤 一輝 菅井 輝

五十嵐 満輝 佐藤 大来

大宮 和真 佐藤  翼 立川中 本間 博之

大宮 健治 阿部 雄介 斎藤 博樹

松浦 璃一 遠藤 裕

鶴岡高専 海老原虹介 今野 善之

余目    渡會 隼也 佐藤  樹

庄司 翼 中島  天 鶴岡南高 渡部 大夢

亀井 雅人 佐藤  麟 藤谷 壮

渡部 秀治 五十嵐 諒 伊藤 悠悟

石川 裕貴

三川     大井 淳 鶴岡高専 押切 佳祐 寒河井 拓夢

佐藤 清 伊藤  諒 佐藤 楓芽

瀬尾 和宏 柴田  紘

瀬尾 涼太 升水 友太 鶴岡三中 高橋 太洋

平方 優翔 上野 琉寛

三川     鈴木 蓮 竹内 柊大

大川慎太郎 鶴岡高専 佐藤 蒼汰 古谷 涼眞

松浦 啓人 伊関 叶互 土田 真琴

榎本 洸星 石川  光 佐藤 功祐

佐藤 誉 阿部 樺月

紺野 颯太 鶴岡三中 岡部 寛己

三川     大川 滉平 小林 郁斗

佐藤 忠裕 羽黒高校 須藤 汐穏 菅原 優翔

大川 凌空 佐 木 恵陽 佐藤 大雅

日向 匠 池田 竣 奥山 龍志

成澤 一男 榊原 英友 石橋 友翔

遠藤 一希 原田 一喜



鶴岡中央高 後藤 竜一朗      佐藤 貴洋 山形大学農学部法師人 悠也

菅原 泰樹 土門 奨 五十嵐 耀

秋葉 啓吾 原 幸成 窪田 健太

真田 祥一朗 結城 杏介 川井 鷹斗

加藤 康宇 川村 晴人

土井 優輝    鎚谷 知朗

鶴岡中央高 齋藤 拓海 斎藤 祥司

鈴木 拓海 庄内総合 板垣 純平 小花 嶺

安野 巧真 五十嵐 頼 小野寺 優大

野口 大輔 阿部 琉也 難波 勇介

大瀧 智史

鶴岡中央高 菅原 大貴 峰栄  大滝 陸斗

佐藤 優磨 大川 裕平

寒河江 真大 渡曾 努

佐藤 邑都 戸田 健康

長谷川 俊輔 渡部 海斗

女子名簿

    五十嵐   鶴岡南高 佐藤 花音 立川中 相馬 彩華

亀井 春花 伊藤 雛奈 門脇 怜美

阿部    鈴木 稚菜 杉山 理央

竹内 美桜 齋藤 実咲 髙橋 明日香

石川 里瑚 成澤 海羽

庄内総合高 小林   

     豊田 実可子 池田 芽以 立川中 伊藤 梨紗

佐藤 瑞希 高橋 里音 大瀧    

和田 朋子 武村   門脇    

寺林 比奈 高橋 侑奈 後藤 咲

森 陽真莉 佐藤 怜美

朝暘    吉井 三津枝

早坂 美穂 鶴岡中央高 中瀬 早香子 峰栄 鶴 中混合高田 美稀

秋山 育子 菅原 夢 佐藤 双音

鈴木 杏奈 進藤    五十嵐 唯花

本間 杏和 渡部 瑞貴 渡邉 彩奈

小野 愛佳 大滝 涼夏

三川    飯野 七星 齋藤 萌衣 生田   

本間 美里 工藤 彩夏

奥山 真心乃 鶴岡北 加藤 里奈

管 美幸 鶴岡一中 大滝 美海 齋藤 美佳

橋口 櫻子 渡邉 悠奈 佐 木   

飯野 有紀 渡曾 実来 神林 乃羽

佐藤 萌 鎌田 晏夢

清野 琳緒

佐藤 杏香


