
男子ダブルス組合せ 代表３
川井　透也 阿部航世
後藤　湧太 長谷部聡明

2-9

齋藤壮太郎 2-1 鈴木　　蓮
佐藤　輝 佐藤　　誉

1-1 3-5

五十嵐　堅進 岡部寛己 双葉卓球クラブ

山川　佑宇弥 3-1 菅原優翔 鶴岡三中
2-10

小野寺滉平 梶原　悠汰
佐藤玖音 松田　大和

2-2

佐々木　仁紀 鈴木　歩 暘光ｽﾎﾟ少
成田　誠矢 4-1 4-3 井上　涼 暘光ｽﾎﾟ少

2-11

田中　一朗 大川慎太郎
髙橋　侑真 大川　滉平

2-3 3-6

沼澤　大 三浦　尚
黒坂　健太郎 佐藤　大誠

3-2 2-12

本間　叶夢 亀井隆広
古川　涼雅 榎本恋侍

2-4

海藤悠莉 5-1 5-2 佐藤光
佐藤瑛太 深松奏汰

2-13

佐藤佑音 五十嵐　満輝
鈴木奏太 五十嵐　尊

2-5 3-7

松浦　啓人 佐藤　静也
佐藤　忠裕 菅原　成叶

3-3 2-14

佐藤　有翔 後藤　晴 一中
庄司　新翔 石川航大 三中

2-6

髙橋　悠 金子優斗
樋渡真翔 4-2 4-4 髙橋天晟

2-15

佐藤　駿 佐藤　天恩
榊原　壮太 鶴巻　圭吾

2-7 3-8

佐藤　功祐 菅原　千翔
土田　真琴 髙木　佑哉

3-4 1-2

佐藤　瑠矢 黒田　淳哉
鈴木　達也 2-16 坂本　　陽

2-8

伊藤叶登 阿部将之
菅原光太 山泉貴義

代表決定
海藤悠莉
佐藤瑛太

阿部将之
山泉貴義

17 双葉卓球クラブ 34 双葉卓球クラブ

9 余目中
代
表

34 双葉卓球クラブ

15 三中 32 二中

16 藤島中 33 三川中

13 余目中 30 余目中

14 二中 31 二中

11 三川中 28 二中

12 温海中 29

9 余目中 26 余目ｽﾎﾟ少
6-1

10 双葉卓球クラブ 27 三中

7 二中 24 温海中

8 四中 25 双葉卓球クラブ

藤島中

5 櫛引中 22

6 城北ｽﾎﾟ少 23 三川中

3 温海中 20

4 双葉卓球クラブ 21

1 城北ｽﾎﾟ少 18 余目中

2 三川中 19 三川中



女子ダブルス組合せ 代表３

加藤 光咲 佐藤　清乃 一中

長谷部 真奈 齋藤　萌果 余目中

2-1 2-5

榎本　望愛 長岡　芽依

五十嵐　心彩 新関　杏珠

1-1 1-4

土門　莉帆 佐藤　光

白幡　澪 3-1 3-3 五十嵐　千栞

門脇　あいり 本間　さくら

大瀧　ひより 齋藤　光帆

2-2 1-5

渡部　優利 髙田 美稀 一中

五十嵐　奏 4-1 2-6 鈴木　さくら 四中

4-2

菅原 菜々恵 石川　里湖 黄金ｽﾎﾟ少

阿部　花凜 竹内　美桜 金丸ｸﾗﾌﾞ

2-3

佐藤　怜美 鶴巻 麻結果

後藤　咲 齋藤 里乃

1-2 2-7

菅原　千夏 五十嵐　茉優

佐藤　未悠 佐藤　陽菜

3-2 3-4

加藤　南 市 川   麗

阿部　れいら 後藤　奏祐

1-3 1-6

横田　麻優子 剱持　嘉桜

國井　　蘭 榎本　結月

2-4 2-8

土田　萌葉 加藤　杏奈

伊藤　遙夏 佐藤　和奏

代表決定

菅原 菜々恵

阿部　花凜

加藤　杏奈

佐藤　和奏

11 余目中 22 余目中

6 鶴岡三中

代
表

22 余目中

9 温海中 20 鶴岡三中

10 藤島中 21 温海中

8 三川中 19 四中

7 立川中 18 双葉卓球クラブ

5 余目中 16

5-1

6 鶴岡三中 17

4 立川中 15 温海中

藤島中

3 四中 14 温海中

1 余目ｽﾎﾟ少 12

2 温海中 13



男子シングルス決勝トーナメント組合せ 代表１０

菅原 光太 双葉卓球クラブ 五十嵐 尊 三中

A-1 松浦 璃一 黄金ｽﾎﾟ少 G-1 五十嵐太一 双葉卓球クラブ

鈴木啓太 双葉卓球クラブ 井上 涼 暘光ｽﾎﾟ少

田中 春吾 城北ｽﾎﾟ少 2-1 2-5 鈴木 奏太 双葉卓球クラブ

J-2 髙橋天晟 余目中 F-2 大宮 和真 鶴東ｽﾎﾟ少

白幡友元 双葉卓球クラブ 古川　涼雅 四中

1-1 1-5

鈴木 歩 暘光ｽﾎﾟ少 田中 一朗 城北ｽﾎﾟ少

K-2 小野寺 滉平 双葉卓球クラブ E-2 佐藤 玖音 双葉卓球クラブ

前田　乃亜 城北ｽﾎﾟ少 ＢＹＥ

石川 航大 三中 3-1 3-3 佐藤快音 双葉卓球クラブ

B-1 竹内 蓮大 金丸ｸﾗﾌﾞ H-1 五十嵐 満輝 三中

五十嵐琥珀 双葉卓球クラブ 1-2 1-6 佐藤　侑吾 城北ｽﾎﾟ少

後藤 湧太 城北ｽﾎﾟ少 深松 奏汰 余目ｽﾎﾟ少

L-2 佐藤 佑音 双葉卓球クラブ 2-2 2-6 D-2 後藤 晴 一中

阿部　龍輝 NJA 山口梁太 双葉卓球クラブ

五十嵐 夏騎 鶴東ｽﾎﾟ少 山泉 貴義 双葉卓球クラブ

C-1 三浦 桜介 櫛引中 4-1 4-2 I-1 樋渡 真翔 余目中

白幡 那智 双葉卓球クラブ 髙橋　侑真 城北ｽﾎﾟ少

深松 奏汰 余目ｽﾎﾟ少 田中 春吾 城北ｽﾎﾟ少

D-1 後藤 晴 一中 J-1 髙橋天晟 余目中

山口梁太 双葉卓球クラブ 白幡友元 双葉卓球クラブ

五十嵐 尊 三中 2-3 2-7 五十嵐 夏騎 鶴東ｽﾎﾟ少

G-2 五十嵐太一 双葉卓球クラブ C-2 三浦 桜介 櫛引中

井上 涼 暘光ｽﾎﾟ少 白幡 那智 双葉卓球クラブ

1-3 1-7

田中 一朗 城北ｽﾎﾟ少 鈴木 歩 暘光ｽﾎﾟ少

E-1 佐藤 玖音 双葉卓球クラブ K-1 小野寺 滉平 双葉卓球クラブ

ＢＹＥ 前田　乃亜 城北ｽﾎﾟ少

佐藤快音 双葉卓球クラブ 3-2 3-4 菅原 光太 双葉卓球クラブ

H-2 五十嵐 満輝 三中 A-2 松浦 璃一 黄金ｽﾎﾟ少

佐藤　侑吾 城北ｽﾎﾟ少 1-4 1-8 鈴木啓太 双葉卓球クラブ

山泉 貴義 双葉卓球クラブ 石川 航大 三中

I-2 樋渡 真翔 余目中 2-4 2-8 B-2 竹内 蓮大 金丸ｸﾗﾌﾞ

髙橋　侑真 城北ｽﾎﾟ少 五十嵐琥珀 双葉卓球クラブ

鈴木 奏太 双葉卓球クラブ 後藤 湧太 城北ｽﾎﾟ少

F-1 大宮 和真 鶴東ｽﾎﾟ少 L-1 佐藤 佑音 双葉卓球クラブ

古川　涼雅 四中 阿部　龍輝 NJA

5-1



女子シングルス決勝トーナメント組合せ 代表１０

五十嵐このは 暘光ｽﾎﾟ少 長谷部　真奈 余目ｽﾎﾟ少

A-1 後藤　奏祐 三中 D-1 齋藤里乃 双葉卓球クラブ

土田　結葉 余目ｽﾎﾟ少 金丸　ひかり 黄金ｽﾎﾟ少

佐藤　萌 温海中

2-1 2-3 五十嵐このは 暘光ｽﾎﾟ少

長谷部　真奈 余目ｽﾎﾟ少 A-2 後藤　奏祐 三中

D-2 齋藤里乃 双葉卓球クラブ 土田　結葉 余目ｽﾎﾟ少

金丸　ひかり 黄金ｽﾎﾟ少 1-1 1-3 佐藤　萌 温海中

佐藤　和奏 余目中 佐藤　和奏 余目中

E-2 竹内美桜 金丸ｸﾗﾌﾞ E-1 竹内美桜 金丸ｸﾗﾌﾞ

榎本　望愛 温海中 榎本　望愛 温海中

3-1 3-2

阿部　あすか 黄金ｽﾎﾟ少 阿部　あすか 黄金ｽﾎﾟ少

B-1 鶴巻希拓 双葉卓球クラブ B-2 鶴巻希拓 双葉卓球クラブ

五十嵐　心彩 温海中 五十嵐　心彩 温海中

1-2 1-4

伊藤　遙夏 余目中 加藤　杏奈 余目中

F-2 石川　里湖 黄金ｽﾎﾟ少 C-2 亀井　春花 暘光ｽﾎﾟ少

榎本　結月 温海中 金丸　そら 黄金ｽﾎﾟ少

石川　桜 暘光ｽﾎﾟ少 2-2 2-4

伊藤　遙夏 余目中

加藤　杏奈 余目中 F-1 石川　里湖 黄金ｽﾎﾟ少

C-1 亀井　春花 暘光ｽﾎﾟ少 榎本　結月 温海中

金丸　そら 黄金ｽﾎﾟ少 石川　桜 暘光ｽﾎﾟ少

男子代表決定

1-1 1-3

2-1 2-2

1-2 1-4

女子代表決定

1-1 1-2

土田　結葉 余目ｽﾎﾟ少

1-2 石川　里湖 黄金ｽﾎﾟ少 1-4 鶴巻希拓 双葉卓球クラブ

1-1 竹内美桜 金丸スポ少

代
表

代
表

1-3

2-4 鈴木　秦太 双葉クラブ 2-8 松浦　璃一 黄金スポ少

2-3 佐藤 玖音 双葉クラブ 2-7 田中春吾 城北スポ少

田中一朗 城北スポ少

代
表

代
表

2-2 五十嵐　夏騎 鶴東スポ少 2-6 五十嵐　満輝 三中

4-1

2-1 鈴木　歩 暘光スポ少 2-5



1 佐藤　　駿 鶴二 1 山﨑孝太朗 余目

2 太田　海里 鶴五 2 齊藤　　陽 鶴二

3 藤田　　宙 鶴一 3 佐藤　健太 鶴一

2-④

1 吉田　竜也 藤島 1 榊原　壮太 鶴二

2 豊田　満愛 鶴二 2 上林　暖人 鶴五

3 中山　真一郎 鶴一 3 小林　　巧 三川

4 釼持　竜斗 櫛引

1 伊藤　春太 鶴四

1 坂本　　陽 三川 2 佐藤　嘉高 鶴一

1 佐藤　颯茉 鶴二 3 佐藤　拓充 鶴二

3 戌爪　桐翔 余目

1 黒田　淳哉 三川

1 木村　日向葵 鶴一 2 内藤　伊吹 鶴二

2 石川　　樹 鶴二 3 相馬　泰陽 藤島

3 佐藤　　輝 三川

1 稲泉　佑之介 櫛引

2 鶴巻　圭吾 鶴二 2 野村　昊佑 鶴一

2 髙橋　万葉 鶴一 3 前田　晏利 鶴二

3 横山  真人 藤島

1 齋藤　煌 鶴三

1 井上　蒼翔 鶴五 2 佐藤　天恩 鶴二

2 髙木　佑哉 鶴二 3 長谷川　怜音 鶴一

3 伊藤　甲斐 鶴一 4 鈴木　大祐 鶴五

1 本間　紫恩 鶴四 1 田中　柊士吏 鶴一

2 齋藤　壮太郎 三川 2 丸山　将志 三川

3 土門　聖南 鶴二 3 上松　直人 鶴二

第５リーグ

3-②

4-②
5-①

4-①

2-②

第１４リーグ

第６リーグ
第１３リーグ

1-②

2-③

2-⑥

3-①

第７リーグ

第１２リーグ

第２リーグ 第９リーグ

第３リーグ
第１０リーグ

第４リーグ
第１１リーグ

1-①

2-①

2-⑤

平成30年度　オールジャパン卓球選手権大会（カデットの部）　１３歳以下Ⅱ部男子シングルス

第1リーグ 第８リーグ



1 白幡　栄花 鶴一 1 村上　まな 鶴二

2 本間里奈 鶴五 2 菅原　佑月 鶴一

3 冨樫　萌 立川 3 清野　凜 立川

1 梅津　美佑 三川 1 吉泉　汐凛 鶴五

2 宮本　莉歩 鶴四 2 黒坂　紀香 鶴二

3 安達　結里 鶴二 3 菅原　千夏 三川

4 阿部　愛加 立川

1 大川　蓮夏 立川

1 佐藤　　誉 余目 2 川村　美咲 鶴一

2 木村ひかり 鶴五 3 菅原みつき 鶴五

3 志村　花乃 鶴一

1 阿部　楓 鶴四

1 齋藤　菜緒 余目 2 齋藤　星空 余目

2 齋藤　里菜 立川 3 岡部　美結 鶴二

3 齋藤　愛実 鶴二

1 佐藤　愛晴 鶴三

1 剱持　咲萌 温海 2 佐藤　未悠 三川

2 中野 ひなた 鶴五 3 富樫　美優 立川

3 安藤　乃愛 鶴四 4 菅原あんな 鶴五

1 小林　咲斗 鶴五 1 佐藤　未空 鶴五

2 大井　詩生 鶴二 2 佐藤　麗和 鶴二

3 齋藤　結 鶴一 3 佐藤　彩佑 鶴一

1-③

1-④

2-①

2-②

2-③

2-④

3-① 3-②
4-①

平成30年度　オールジャパン卓球選手権大会（カデットの部）　１３歳以下Ⅱ部女子シングルス

第1リーグ 第７リーグ

第２リーグ 第８リーグ

第６リーグ 第１２リーグ

第１０リーグ

第４リーグ

第１１リーグ

第５リーグ

第９リーグ

第３リーグ

1-①

1-②



1 伊藤　叶登 双葉ク 1 髙橋　悠 余目

2 佐々木　仁紀 櫛引 2 黒坂　健太郎 鶴二

3 大川　　凌空 三川 3 佐藤　大雅 鶴三

1 土岐　元太 鶴一 1 大河原　宙夢 鶴一

2 菅原　千翔 鶴二 2 梶原　悠汰 藤島

3 足達　萩 余目 3 榎本　洸星 三川

1 佐藤　功祐 鶴三 1 三浦　尚 温海

2 松田　大和 藤島 2 菅原　優翔 鶴三

3 佐藤　有翔 温海 3 小林　雅空 鶴一

1 鈴木　　蓮 三川 1 大川　滉平 三川

2 谷地田　竣 鶴一 2 佐藤　光 余目

3 奥山　龍志 鶴三 3 成田　誠矢 櫛引

1 岡部　寛己 双葉ク 1 竹内　柊大 鶴三

2 佐藤　静也 鶴二 2 齋藤　亮太 鶴一

3 内藤　和真 鶴五 3 小林　凌也 鶴五

1 佐藤　忠裕 三川 1 大川慎太郎 三川

2 阿部賢太郎 余目 2 本間　叶夢 鶴四

3 山川　佑宇弥 温海 3 五十嵐　堅進 温海

1 佐藤　瑠矢 藤島 1 沼澤　大 鶴二

2 古谷　涼眞 鶴三 2 土田　真琴 鶴三

3 鎌田　悠希 鶴一 3 佐藤　大誠 温海

1 佐藤　　誉 三川 1 鈴木　達也 藤島

2 中村　歩夢 鶴五 2 金子　優斗 余目

3 菅原　成叶 鶴二 3 松浦　啓人 三川

1 佐藤　瑛太 余目 1 亀井　隆広 双葉ク

2 庄司　新翔 温海 2 小林　郁斗 鶴三

3 石橋　友翔 鶴三 3 小玉　拓未 鶴一

1-②

2-①

2-②

2-③

2-④

2-⑤

2-⑥

2-⑦

2-⑧

3-①

3-②

3-③

3-④

4-① 4-②
5-①

第１６リーグ

第８リーグ

第９リーグ

平成30年度　オールジャパン卓球選手権大会（カデットの部）　１４歳以下男子シングルス

第1リーグ 第１０リーグ

第２リーグ 第１１リーグ

県代表１０名

第１２リーグ

第１７リーグ

1-①

第１８リーグ

第３リーグ

第４リーグ 第１３リーグ

第５リーグ 第１４リーグ

第１５リーグ第６リーグ

第７リーグ

佐藤　功祐 三中

 
 
 

代
　
表

佐藤　静也 二中

古谷　涼眞 三中

佐藤　　誉 三川中 竹内　柊大 三中

 
 
 

代
　
表

菅原　優翔 三中

沼澤　大 二中

榎本　洸星 三川中



1 齋藤　萌果 余目 1 菅原　菜々恵 鶴三

2 市 川   麗 鶴三 2 本間　さくら 温海

3 佐藤　陽菜 鶴四 3 河野　美哉 鶴二

1 五十嵐　千栞 温海 1 横田 麻優子 藤島

2 佐藤　 萌 鶴五 2 白幡　澪 鶴四

3 菊池　今日子 鶴二 4 奥山　咲花 鶴五

4 長岡　芽依 藤島

1 佐藤　怜美 立川

1 後藤　咲 立川 2 齋藤　光帆 温海

2 渡部　優利 余目 4 土田　萌葉 余目

3 佐藤　双音 鶴一

2 髙田　美稀 鶴一

1 鶴巻 麻結果 双葉ク 1 齋藤　星夢 余目

2 加藤　南 温海 3 佐藤　光 温海

3 佐藤　美乃 鶴四

1 佐々木　七海 鶴二

1 五十嵐　奏 余目 2 土門　莉帆 鶴四

2 後藤　めい 鶴二 3 大瀧　ひより 立川

3 新関　杏珠 藤島 4 國井　　蘭 藤島

1 鈴木　さくら 鶴四 1 阿部　花凜 鶴三

2 門脇　あいり 立川 2 五十嵐　茉優 鶴四

3 阿部　れいら 温海 3 剱持　嘉桜 温海

第２リーグ 第８リーグ

第９リーグ

第３リーグ

1-① 1-③

2-① 2-③

県代表１０名

平成３０年度　オールジャパン卓球選手権大会（カデットの部）　１４歳以下　女子シングルス

第1リーグ 第７リーグ

第１１リーグ

第６リーグ 第１２リーグ

第１０リーグ

第４リーグ

第５リーグ

1-② 1-④

2-② 2-④

3-① 3-②
4-①

白幡　澪 鶴四

鶴巻 麻結果 双葉ク 佐々木　七海 鶴二

佐藤　双音 鶴一

代
表

代
表


