
第２６回本荘由利ダブルス卓球選手権大会結果

日　時        平成２８年１１月１９日（土）～２０日（日）

場　所        由利本荘市総合体育館

主　催        本荘由利卓球協会

種目 順位 氏名１ 所属１ 氏名２ 所属２

優勝 佐藤　聖 (四ツ小屋スポ少) 高橋　諒太 (四ツ小屋スポ少)

準優勝 佐藤未羽 (西目中) 内海　結 (西目中)

第3位 岡崎鉄平 (本荘南中) 佐々木駿成 (秋田卓球会館)

第3位 一宮　愛 (本荘北中) 小川華奈 (本荘北中)

優勝 長谷部玲南 (大内中) 長谷部瑠唯 (大内中)

準優勝 佐々木凛音 (西目スポ少) 佐々木蘭 (西目スポ少)

第3位 草彅未怜 (てくてく倶楽部) 斎藤心胡 (てくてく倶楽部)

第3位 岡田　迅 (鶴舞スポ少) 矢野悠人 (鶴舞スポ少)

優勝 佐々木葵 (大内スポ少) 菊地芽衣 (大内スポ少)

準優勝 佐々木摩莉亜 (大内スポ少) 加藤実花 (大内スポ少)

第3位 矢野陸斗 (鶴舞スポ少) 原田　弥 (鶴舞スポ少)

第3位 伊藤蒼友汰 (てくてく倶楽部) 藤島劉飛 (てくてく倶楽部)

優勝 北村健次 (FRUITY) 佐々木大輔 (FRUITY)

準優勝 小野紘輔 (CLOVER) 佐藤優成 (CLOVER)

第３位 桜田慎哉 (ESP) 浅利政宏 (MSPｸﾗﾌﾞ)

第３位 明石凌輔 (明桜高校) 黒崎涼斗 (明桜高校)

優勝 齋藤昭徳 (本荘北中) 菊地菜美 (本荘北中)

準優勝 安藤彰兵 (LATTE) 齋藤知世 (LATTE)

第３位 兒玉あゆみ (FRUITY) 白瀬優咲 (FRUITY)

第３位 岡部悠也 (UNION) 富樫亮太 (UNION)

小中1部

小中2部

小中3部

一般１部

一般２部



岡崎鉄平 本荘南中 一宮　愛 本荘北中

佐々木駿成 秋田卓球会館
1 9

小川華奈 本荘北中

齋藤春香 本荘東中 橋口珠羽 西目スポ少
甫仮菜緒 本荘東中

17 21
三浦美空 西目スポ少

田口寛也 てくてく倶楽部 佐々木美羽 西目中

浅利琉斗 てくてく倶楽部
2 10

長谷部野乃花 西目中

小笠原永華 大内中 松岡　英 桜中
戸沢由夏 大内中

25 27
進藤あかり 南校中等部

田代俊也 酒田川南スポ少 榎本恋侍 酒田川南スポ少

川井鷹斗 城北スポ少
3 11

川井透也 城北スポ少

畠山大輝 本荘東中 小川菜月 本荘東中
梶原伸行 本荘東中

18 22
工藤菜月 本荘東中

太田美里 鳥海中 太田怜志 本荘北中

村上香祐紀 鳥海中
4 12

菅原一樹 本荘北中

齋藤瑠士 本荘南中 佐々木実向子 秋田南中

阿部紘大 本荘南中
29 30

鶴田悟彬 附属中

佐藤未羽 西目中
31

大島瑠莉 秋田西中

内海　結 西目中
5 13

石井胡凛 秋田西中

柏谷愛斗 牛島小 佐藤　聖 四ツ小屋スポ少

小林一心 附属中
19 23

高橋　諒太 四ツ小屋スポ少

加藤航雅 御野場中 阿部美紗希 本荘北中

榎　海登 四ツ小屋スポ少
6 14

武田萌美 本荘北中

遠藤凉壮 本荘北中 齋藤心花 西目中

嵯峨卓也 本荘北中
26 28

柳橋結菜 西目中

横谷凛香 秋田泉中 佐野将瑶 本荘南中

佐々木雅 秋田西中
7 15

柴田優陽 本荘南中

三浦　聖 本荘北中 髙橋希拓 本荘東中
小日山伊吹 本荘北中

20 24
中野大 本荘東中

東海林空海 大内中 佐々木菜南 大内中
小池麻矢 大内中

8 16
高野有菜 大内中

麻生希実 本荘南中 佐藤なな 鳥海中

岡田紅羽 本荘南中 佐藤怜海 鳥海中

15-1 15 31 31-1

16-1 16 32 32-1

13-1 13 29 29-1

14-1 14 30 30-1

11-1 11 27 27-1

12-1 12 28 28-1

9-1 9 25 25-1

10-1 10 26 26-1

7-1 7 23 23-1

8-1 8 24 24-1

5-1 5 21 21-1

6-1 6 22 22-1

3-1 3 19 19-1

4-1 4 20 20-1

小中の部　１部決勝トーナメント

1-1 1 17 17-1

2-1 2 18 18-1



阿部悠奈 新山スポ少 伊藤梨子 本荘東中

高野聖菜 新山スポ少
1 9

村上綾香 本荘東中

遠藤来良 東由利スポ少 佐々木涼太 大内中

佐藤爽良 東由利スポ少
17 21

畠山　拓 大内中

佐々木悠菜 西目スポ少 真坂華奈 新山スポ少

佐々木華穂 西目スポ少
2 10

田口彩奈 新山スポ少

五十嵐彩華 若浜スポ少 柳橋拓弥 西目スポ少
伊藤　柚香 若浜スポ少

25 27
高橋桂翔 西目スポ少

太田美咲 本荘北中 岡田　迅 鶴舞スポ少

三浦星奈 本荘北中
3 11

矢野悠人 鶴舞スポ少

菊地莉央 大内スポ少 原田彩榎 鶴舞スポ少
長谷部菜月 大内スポ少

18 22
明野空音 鶴舞スポ少

鈴木夏樹 子吉スポ少 阿部夢大 鶴舞スポ少

甫仮眞緒 子吉スポ少
4 12

小松丈広 鶴舞スポ少

佐々木凛音 西目スポ少 斉藤蓮 本荘東中

佐々木蘭 西目スポ少
29 30

池田琉奈 本荘東中

草彅未怜 てくてく倶楽部
31

鍋島壮矢 附属中

斎藤心胡 てくてく倶楽部
5 13

美作亘人 附属中

三浦優斗 尾崎スポ少 長谷部玲南 大内中

佐藤和真 尾崎スポ少
19 23

長谷部瑠唯 大内中

佐藤優真 鶴舞スポ少 佐藤来輝 鳥海スポ少

阿部晏大 鶴舞スポ少
6 14

黒木愛琉 鳥海スポ少

太田彩華 新山スポ少 菊地悠太 尾崎スポ少
熊田光桜 新山スポ少

26 28
五十嵐瑛太 尾崎スポ少

佐藤鈴來 西目スポ少 小笠原結愛 東由利スポ少
高橋結凪 西目スポ少

7 15
佐藤真央 東由利スポ少

村上花野 西目スポ少 佐藤可奈子 若浜スポ少

木内風夏 西目スポ少
20 24

小林来夢 若浜スポ少

三浦千歩 尾崎スポ少 佐々木竜成 東由利スポ少
久米桃花 尾崎スポ少

8 16
小松昊生 東由利スポ少

土田蘭奈人 本荘東中 大場元気 新山スポ少

大城菜緒子 本荘東中 菊地健介 新山スポ少

15-2 15 31 31-2

16-2 16 32 32-2

13-2 13 29 29-2

14-2 14 30 30-2

11-2 11 27 27-2

12-2 12 28 28-2

9-2 9 25 25-2

10-2 10 26 26-2

7-2 7 23 23-2

8-2 8 24 24-2

5-2 5 21 21-2

6-2 6 22 22-2

3-2 3 19 19-2

4-2 4 20 20-2

小中の部　２部決勝トーナメント

1-2 1 17 17-2

2-2 2 18 18-2



五十嵐雪菜 尾崎スポ少 仙道　楽 新山スポ少
長田凛香 尾崎スポ少

1 9
畠沢朱音 新山スポ少

加藤大暉 子吉スポ少 渡辺玲衣那 尾崎スポ少

高橋　湊 西目スポ少
17 21

三浦紗衣良 尾崎スポ少

東海林拓摩 本荘北中 佐々木恵莉加 大内スポ少

池田　光 本荘北中
2 10

奥山さくら 大内スポ少

楠　陽智 尾崎スポ少 伊藤蒼友汰 てくてく倶楽部

大串友啓 尾崎スポ少
25 27

藤島劉飛 てくてく倶楽部

小松侑生 東由利スポ少 栗田　鉄 東由利スポ少
小野大輝 東由利スポ少

3 11
畠山駿介 東由利スポ少

佐々木竜誠 西目スポ少 宝池　結 西目スポ少

橋口陽名汰 西目スポ少
18 22

木嶌玲香 西目スポ少

矢野陸斗 鶴舞スポ少 遠藤花穂 尾崎スポ少

原田　弥 鶴舞スポ少
4 12

土田遥菜 尾崎スポ少

小野まひる 東由利スポ少 入江結彩 子吉スポ少
阿部紗雪 東由利スポ少

29 30
齋藤菜桜 子吉スポ少

佐々木葵 大内スポ少
31

米田彩乃 新山スポ少

菊地芽衣 大内スポ少
5 13

佐藤夏美 新山スポ少

中澤蒼依 西目スポ少 石塚紗矢 西目スポ少
松島叶恵 西目スポ少

19 23
安保詩織 西目スポ少

bye 佐藤　翔 尾崎スポ少

6 14
岡部真伍 尾崎スポ少

工藤愛梨 東由利中 佐々木摩莉亜 大内スポ少

長谷山星奈 東由利中
26 28

加藤実花 大内スポ少

梅津正尋 東由利スポ少 工藤大翔 新山スポ少
小松紫穏 東由利スポ少

7 15
遠藤光成 新山スポ少

渡部栄斗 鶴舞スポ少 工藤寧華 子吉スポ少

吉田幸生 鶴舞スポ少
20 24

金木伶緒菜 子吉スポ少

髙橋怜佳 新山スポ少 石塚知沙 西目スポ少
高野葉月 新山スポ少

8 16
佐々木彩愛 西目スポ少

小松瑞季 子吉スポ少 佐藤宝文 本荘北中

本間空星 子吉スポ少 赤川　大 本荘北中

15-2 15 31 31-2

16-2 16 32 32-2

13-2 13 29 29-2

14-2 14 30 30-2

11-2 11 27 27-2

12-2 12 28 28-2

9-2 9 25 25-2

10-2 10 26 26-2

7-2 7 23 23-2

8-2 8 24 24-2

5-2 5 21 21-2

6-2 6 22 22-2

3-2 3 19 19-2

4-2 4 20 20-2

小中の部　３部決勝トーナメント

1-2 1 17 17-2

2-2 2 18 18-2



早川圭弥 (ESP) 深谷俊明 (ruffian)
小幡和稀 (ESP) 鈴木遼樹 (ruffian)

白瀬孝洋 (FRUITY) 5 9 稲葉さおり (maruichi part1)

佐々木駿 (FRUITY) 1 3 佐々木舞子 (maruichi part1)

桜田悠哉 (ESP) 13 15 明石凌輔 (明桜高校)
桜田哲哉 (ESP) 黒崎涼斗 (明桜高校)

斎藤　圭 (maruichi part1) 小川朋之 (DALIAN)
菅原麻衣 (maruichi part1)

6 10 相庭裕馬 (DALIAN)

北村健次 (FRUITY) 石橋亮輔 (ruffian)
佐々木大輔 (FRUITY) 17 18 伊藤靖隆 (ruffian)

門脇諒拓 (Amuze)
19

戸沢栞奈 (ﾌｧﾐﾘｱ)
佐藤雄太 (Amuze) 7 11 戸沢浩喜 (ﾌｧﾐﾘｱ)

福地佑輝 (JOKERs) 髙橋知俊 (八幡クラブ)
髙橋　亮 (JOKERs) 佐藤貴之 (八幡クラブ)

石川　洸 (ruffian) 14 16 真坂樹 (本荘南中)
福原幸人 (ruffian) 2 4 岡崎鉄平 (本荘南中)

菅生和芽 (Vita) 池田光汰 (JOKERs)
今野祐海 (Vita) 8 12 藤澤湧也 (JOKERs)

桜田慎哉 (ESP) 小野紘輔 (CLOVER)
浅利政宏 (MSPｸﾗﾌﾞ) 佐藤優成 (CLOVER)

9 G-2 B-2 19

10 E-1 J-1 20

7 J-2 E-2 17

8 D-1 C-2 18

5 B-1 H-1 15

6 C-1 I-1 16

3 H-2 G-1 13

4 F-2 A-2 14

一般の部　１部決勝トーナメント

1 A-1 F-1 11

2 I-2 D-2 12



佐々木勝二 (松ヶ崎卓愛会) 籾山　翔 (UNION)
小川菜月 (本荘東中) 八代　彩貴 (UNION)

安藤彰兵 (LATTE) 5 9 齋藤昭徳 (本荘北中)
齋藤知世 (LATTE) 1 3 菊地菜美 (本荘北中)

鈴木志穂美 (FRUITY) 13 15 佐藤治一 (由利卓球協会)

鈴木智美 (FRUITY) 村上直子 (由利卓球協会)

伊藤靖成 (JOKERs)
伊藤嵩将 (JOKERs) 6 10

伊藤浩史 (明桜高校) 岡田智行 (子吉ひろば)

進藤　匠 (明桜高校) 17 18 岡田　迅 (子吉ひろば)

市川　聖 (JOKERs)
19

茂木　卓 (KRMM)
杉山陽香 (県立大学) 7 11 佐藤建太 (KRMM)

兒玉あゆみ (FRUITY)
白瀬優咲 (FRUITY)

岡部悠也 (UNION) 14 16 平野颯麻 (明桜高校)
富樫亮太 (UNION) 2 4 佐川吏玖 (明桜高校)

中道えり子 (ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾗﾌﾞ) 菅原　誠 (ゆりあんどくみ)

浅野良子 (ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾗﾌﾞ) 8 12 佐々木晋吾 (ゆりあんどくみ)

鈴木倫明 (卓球ｻｰｸﾙ) 藤原優也 (明桜高校)
齋藤　隆 (卓球ｻｰｸﾙ) 畑田優樹 (明桜高校)

9 G-4 B-4 19

10 E-3 J-3 20

7 bye J-4 E-4 17

8 D-3 C-4 18

5 B-3 H-3 15

6 C-3 I-3 16

3 H-4 G-3 13

4 F-4 A-4 bye 14

一般の部　２部決勝トーナメント

1 A-3 F-3 11

2 I-4 D-4 12


