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日  時 令 和 元 年 １ ０ 月 ５ 日 （ 土 ） ６ 日 （ 日 ） 

場  所 由 利 本 荘 市 総 合 体 育 館 

主  催 本 荘 由 利 卓 球 協 会 

 



第４１回本荘由利卓球選手権大会（記録） 令和元年１０月５日（土）６日（日） 

小３以下男子 

(日新スポ少)

相澤琉人 (ドラゴンＪｒ) 12 24 髙橋実夢 (県南卓球道場)

阿部佳人 (尾崎スポ少) 11 23 佐々木海翔

(矢島スポ少)

佐藤琉斗 (矢島スポ少) 10 22 須藤仁斗 (ドラゴンＪｒ)

篠木凛徠 (大雄スポ少) 9 21 植村結之佑

(東由利スポ少)

川口陽太 (桜卓球クラブ) 8 20 千田大和 (鶴舞スポ少)

佐々木瑠惟 (西目スポ少) 7 19 工藤有真

(桜卓球クラブ)

佐藤晴 (矢島スポ少) 6 18 安保仁翔 (西目スポ少)

鈴木蒼弥 (東由利スポ少) 5 17 長尾快

(矢島スポ少)

清水陽真 (ドラゴンＪｒ) 4 16 鈴木蒼空 (ドラゴンＪｒ)

鎌田真生 (桜卓球クラブ) 3 15 渋谷凪

(県南卓球道場)

bye 2 14 鈴木康雅 (美郷町スポ少)

鈴木隼翔 (美郷町スポ少) 1 13 髙橋瑠生

 

 

 

 

小 ４ 男 子 

(県南卓球道場)

bye 2 18 bye

佐藤大心 (矢島スポ少) 1 17 木下颯斗

(東由利スポ少)

佐藤奏汰 (鶴舞スポ少) 4 20 佐々木光 (鶴舞スポ少)

佐々木奏 (新山スポ少) 3 19 藤岡一颯

(鶴舞スポ少)

二田幸洋 (井川スポ少) 6 22 渋谷陸 (矢島スポ少)

谷野颯介 (にかほスポ少) 5 21 田澤真吾

(鳥海スポ少)

冨木林平 (鶴舞スポ少) 8 24 田村輝 (ドラゴンＪｒ)

梶原漣桜 (鳥海スポ少) 7 23 豊島颯良

(鳥海スポ少)

松本和己 (新開卓球クラブ) 10 26 齊藤來希 (きらり川南ＳＣ)

鈴木琉生 (牛島スポ少) 9 25 黒木魁人

(井川スポ少)

高橋悠真 (鶴舞スポ少) 12 28 長谷川哲大 (新山スポ少)

奥村元親 (能代市スポ少) 11 27 中道蒼太

(矢島スポ少)

須藤陸二 (鳥海スポ少) 14 30 猪股大典 (鶴舞スポ少)

三浦紫月 (尾崎スポ少) 13 29 髙橋陸翔

内田翼 (県南卓球道場) 16 32 仁部琉弥 (秋田卓球会館)

千田遥真 (鶴舞スポ少) 15 31 bye

 

 



第４１回本荘由利卓球選手権大会（記録） 令和元年１０月５日（土）６日（日） 

小 ５ 男 子 

(秋田卓球会館)

工藤蒼空 (東由利スポ少) 2 18 南園泰杜 (桜スポ少)

相原陽輝 (ドラゴンＪｒ) 1 17 大島良太

(尾崎スポ少)

須藤瑛月 (尾崎スポ少) 4 20 鈴木貫斗 (牛島スポ少)

髙橋璃空 (矢島スポ少) 3 19 阿部佳介

(大館市スポ少)

関口椋太 (五城目スポ少) 6 22 小松悠人 (鶴舞スポ少)

篠木徠玖 (大雄スポ少) 5 21 柏木智覚

(日新スポ少)

武田将弥 (能代市スポ少) 8 24 松下亮 (尾崎スポ少)

渡会煌 (きらり川南ＳＣ) 7 23 安田朝陽

(築山スポ少)

須藤翔 (鳥海スポ少) 10 26 鈴木蓮 (矢島スポ少)

佐藤隼 (尾崎スポ少) 9 25 安田寿稀

(東由利スポ少)

大庭柊 (東由利スポ少) 12 28 佐々木晴陽 (新山スポ少)

甫仮綱哉 (子吉スポ少) 11 27 大塚幸喜

(東由利スポ少)

鎌田颯空 (牛島スポ少) 14 30 阿部夢騎 (鶴舞スポ少)

加藤陽翔 (日新スポ少) 13 29 清水蓮

(美郷町スポ少)

菅原大幹 (松原スポ少) 16 32 斉藤佑典 (秋田卓球会館)

小池永泰 (鶴舞スポ少) 15 31 伊藤維吹

 
 

小 ６ 男 子 

(（山形）鳥海スポ少)

bye 2 22 布谷大樹 (牛島スポ少)

1高橋和真 (美郷町スポ少) 21 佐藤快音

(井川スポ少)

相澤世那 (ドラゴンＪｒ) 4 24 播摩翔空 (大仙ジュニア)

髙橋智星 (日新スポ少) 3 23 中道謙信

(秋田卓球会館)

吉田幸生 (鶴舞スポ少) 6 26 大友瑛太 (尾崎スポ少)

阿部頼音 (鳥海スポ少) 5 25 藤井陽真

(ひらたスポ少)

須田翔太 (にかほスポ少) 8 28 小玉創大 (日新スポ少)

黒澤大輝 (大仙ジュニア) 7 27 土田悠斗

(美郷町スポ少)

佐藤優翔 (尾崎スポ少) 10 30 髙橋悠 (にかほスポ少)

橋口陽名汰 (西目スポ少) 9 29 高橋陽輝

(西目スポ少)

田口稔己 (大仙ジュニア) 12 32 富樫里久 (尾崎スポ少)

伊藤悠 (井川スポ少) 11 31 菅原光晴

(鶴舞スポ少)

鈴木皓雅 (牛島スポ少) 14 34 小野大輝 (東由利スポ少)

五十嵐康平 (日新スポ少) 13 33 梶原滉介

(にかほスポ少)

梅津正尋 (東由利スポ少) 16 36 加藤駿里 (大仙ジュニア)

麻生奨大 (尾崎スポ少) 15 35 佐藤篤貴

(（山形）鳥海スポ少)

瀬田川幸助 (大仙ジュニア) 18 38 中村侑 (日新スポ少)

佐藤匠 (大雄スポ少) 17 37 阿部允重

渋谷煌斗 (きらり川南ＳＣ) 20 40 太田駿樹 (秋田卓球会館)

佐藤海俐 (（山形）鳥海スポ少) 19 39 bye

 



第４１回本荘由利卓球選手権大会（記録） 令和元年１０月５日（土）６日（日） 

小３以下女子 

(ひらたスポ少)

bye 2 22 渡辺心結 (新山スポ少)

高崎夏楠 (ドラゴンＪｒ) 1 21 佐藤瑚夏

(大館スポ少)

小杉紫月 (大内スポ少) 4 24 小松苺愛 (子吉スポ少)

田口朱里 (ＴＧＣＡ) 3 23 羽澤蒼彩

(県南卓球道場)

佐々木桃那 (西目スポ少) 6 26 梅田恋子 (ドラゴンＪｒ)

佐藤彩葉 (桜卓球クラブ) 5 25 内田空

(大内スポ少)

佐々木陽彩 (桜スポ少) 8 28 平澤瑠海 (西目スポ少)

佐々木虹歩 (新開卓球クラブ) 7 27 小笠原唯

(桜卓球クラブ)

矢野菜々美 (鶴舞スポ少) 10 30 篠木愛徠 (大雄スポ少)

三浦愛心 (鳥海スポ少) 9 29 中山由莉香

(子吉スポ少)

今野心晴 (新山スポ少) 12 32 菊地結良 (井川スポ少)

藤原伊織 (秋田卓球会館) 11 31 熊谷優奈

(日新スポ少)

佐藤花帆 (富士見スポ少) 14 34 工藤心寧 (新山スポ少)

阿部麻梨奈 (東由利スポ少) 13 33 戸賀瀬瑚奈

(県南卓球道場)

本多莉央 (鳥海スポ少) 16 36 松島杏佳 (西目スポ少)

土田莉暖 (ＹＴＴ．Jr) 15 35 小松心愛

(東由利スポ少)

遠藤妃菜乃 (尾崎スポ少) 18 38 伊藤眞生 (美郷町スポ少)

佐藤玲咲 (ひらたスポ少) 17 37 清水美海

(鳥海スポ少)

榎本佳純 (きらり川南ＳＣ) 20 40 渡部さつき (鶴舞スポ少)

阿部彩菜 (にかほスポ少) 19 39 村上七海

 



第４１回本荘由利卓球選手権大会（記録） 令和元年１０月５日（土）６日（日） 

小 ４ 女 子 

(きらり川南ＳＣ)

bye 2 22 bye

村上真宙 (鳥海スポ少) 1 21 田村咲葵

(新山スポ少)

畠山未来 (東由利スポ少) 4 24 塚田茉耶 (日新スポ少)

中川ひなた (日新スポ少) 3 23 伊藤杏莉

(東由利スポ少)

佐藤美空 (西目スポ少) 6 26 簗瀬結 (日新スポ少)

竹坂美潤 (にかほスポ少) 5 25 大庭采桜

(井川スポ少)

佐藤みり (新開卓球クラブ) 8 28 栗林香乃 (美郷町スポ少)

佐藤柚帆 (新山スポ少) 7 27 澤田石結彩

小番百合絵 (鶴舞スポ少) 10 30 保坂菜月 (新開卓球クラブ)

奥山莉央奈 (きらり川南ＳＣ) 9 29 bye

(新山スポ少)

bye 一般5 12 32 加藤愛莉 (子吉スポ少)

大友愛 (尾崎スポ少) 11 31 渡辺紗優

(尾崎スポ少)

齋藤心遥 (新山スポ少) 14 34 池田唯音 (鶴舞スポ少)

進藤那月 (日新スポ少) 13 33 三浦初良音

(にかほスポ少)

島田瑠々伽 (（山形）鳥海スポ少) 16 36 渡辺美来 (日新スポ少)

佐藤一花 (美郷町スポ少) 15 35 髙橋莉衣

(西目スポ少)

吉田星菜 (日新スポ少) 18 38 三浦星莉奈 (にかほスポ少)

若狭蕗 (井川スポ少) 17 37 茂木あこ

木嶌千里 (子吉スポ少) 20 40 長田日菜 (大館スポ少)

bye 19 39 bye

 



第４１回本荘由利卓球選手権大会（記録） 令和元年１０月５日（土）６日（日） 

小 ５ 女 子 

(きらり川南ＳＣ)

bye 2 22 古谷美結 (県南卓球道場)

小松愛珠 (県南卓球道場) 1 21 池田結愛

(西目スポ少)

高橋愛楓 (西目スポ少) 4 24 田口希望 (豊成卓球教室)

土田愛深 (新山スポ少) 3 23 佐々木結愛

(（山形）鳥海スポ少)

柴田風香 (大雄スポ少) 6 26 島﨑葵 (五城目スポ少)

佐々木葉琉 (桜スポ少) 5 25 島田乃々香

(新山スポ少)

江幡あかり (尾崎スポ少) 8 28 菊地愛梨 (尾崎スポ少)

佐藤結美 (にかほスポ少) 7 27 中村葵

(にかほスポ少)

清水花菜 (ドラゴンＪｒ) 10 30 佐々木彩愛 (西目スポ少)

東海林葵 (大内スポ少) 9 29 佐々木絵穂

(県南卓球道場)

土田暖乃 (新山スポ少) 12 32 佐藤陽菜 (鳥海スポ少)

佐藤理乃 (矢島スポ少) 11 31 佐藤来未

(豊成卓球教室)

佐藤風花 (新開卓球クラブ) 14 34 髙橋沙和 (美郷町スポ少)

斉藤華楠 (西目スポ少) 13 33 佐藤夢陽

(西目スポ少)

伊藤夢架 (若浜スポ少) 16 36 本間凉 (桜スポ少)

佐藤瑛海 (ひらたスポ少) 15 35 奥山いろは

(若浜スポ少)

阿部桜楽 (東由利スポ少) 18 38 岩井明日美 (鶴舞スポ少)

高橋香衣里 (豊成卓球教室) 17 37 齋藤成海

石塚知沙 (西目スポ少) 20 40 小川菜津未 (新山スポ少)

福田由奈 (美郷町スポ少) 19 39 bye

 



第４１回本荘由利卓球選手権大会（記録） 令和元年１０月５日（土）６日（日） 

小 ６ 女 子 

(県南卓球道場)

bye 2 34 bye

播磨芽依 (大雄スポ少) 1 33 渡部日茉莉

(矢島スポ少)

斉藤真奈 (三川スポ少) 4 36 藤本彩夏 (若浜スポ少)

東海林真帆 (日新スポ少) 3 35 東海林玲

(尾崎スポ少)

相庭実奈 (尾崎スポ少) 6 38 工藤結芽 (子吉スポ少)

佐藤春芽 (鳥海スポ少) 5 37 佐々木理桜

(日新スポ少)

佐藤花 (新山スポ少) 8 40 伊藤有美 (新山スポ少)

伊藤こころ (新開卓球クラブ) 7 39 佐々木彩花

(ドラゴンＪｒ)

佐藤ほのか (鳥海スポ少) 10 42 小野結花 (東由利スポ少)

菊地芽衣 (大内スポ少) 9 41 清水陽菜

(子吉スポ少)

加藤美羽 (桜卓球クラブ) 12 44 山木杏奈 (きらり川南ＳＣ)

奥山陽加里 (きらり川南ＳＣ) 11 43 小松瑞季

(鳥海スポ少)

木嶌玲香 (子吉スポ少) 14 46 前田あかり (泉スポ少)

佐々木菜希 (東由利スポ少) 13 45 梶原璃胡

(大雄スポ少)

明野空音 (鶴舞スポ少) 16 48 宝池結 (宝池卓球クラブ)

守屋美結 (若浜スポ少) 15 47 佐藤美玖

(鶴舞スポ少)

bye 18 50 小野ﾏﾘｱﾗﾌｧｴｱ (日新スポ少)

伊藤結愛 (秋田卓球会館) 17 49 佐々木美優

(鳥海スポ少)

遠藤由菜 (日新スポ少) 20 52 阿部智咲 (きらり川南ＳＣ)

清水結菜 (ドラゴンＪｒ) 19 51 村上皐

(新山スポ少)

村上陽菜 (尾崎スポ少) 22 54 七尾琉華 (桜卓球クラブ)

渡辺恵菜 (新山スポ少) 21 53 高野葉月

(若浜スポ少)

永瀬千穂 (大雄スポ少) 24 56 登藤茉里愛 (新開卓球クラブ)

伊藤舞来 (大内スポ少) 23 55 五十嵐愛良

(子吉スポ少)

齋藤綾奈 (若浜スポ少) 26 58 齊藤柚羽 (きらり川南ＳＣ)

佐々木華穂 (西目スポ少) 25 57 齋藤菜桜

(大内スポ少)

佐井利緒 (桜スポ少) 28 60 岡崎莉佑 (新山スポ少)

佐藤雫 (鳥海スポ少) 27 59 岡部茜

(秋田卓球会館)

大原菜々子 (桜卓球クラブ) 30 62 鈴木葵子 (美郷町スポ少)

入江結彩 (子吉スポ少) 29 61 小林佐紀

五十嵐愛乃 (きらり川南ＳＣ) 32 64 江村妃那 (大雄スポ少)

bye 31 63 bye

 



第４１回本荘由利卓球選手権大会（記録） 令和元年１０月５日（土）６日（日） 

中 １ 男 子 

仙道楽 (本荘北中) 27

2 Bye Bye

1 菊地健介 (本荘南中)

29

4 佐々木勇飛 (矢島中) 佐藤築 (鳥海中) 30

28

3 千田歩 (鶴岡第一中) 庄司覚涼 (東部中)

佐藤蓮也 (鶴岡第一中) 31

6 加藤章斗 (天王中) 武田大護

5 難波遥斗 (鶴岡三中)

33

8 齋藤快 (ＲＥＦＬＥＣＴＩＯＮ) 川井透也 (Lilac) 34

(天王中) 32

7 佐藤瑛太 (鳥海中) 小野寺陸斗 (鳥海八幡中)

石井龍海 (鳥海八幡中) 35

10 梅木倭翔 (東部中) 木下藤貴

9 高橋佑 (矢島中)

37

12 増村優翔 (仁賀保中) 小松丈広 (本荘南中) 38

(仁賀保中) 36

11 小松悠斗 (鳥海八幡中) 柴田柚希 (井川義務教育学校)

佐藤漣 (矢島中) 39

14 伊藤拓海 (本荘南中) 植村陽太朗

13 若狭善元 (井川義務教育学校)

41

16 大宮和真 (鶴岡三中) 渡會真 (鶴岡第一中) 42

(矢島中) 40

15 小川大輔 (本荘北中) 佐藤和真 (本荘南中)

鈴木直雅 (天王中) 43

18 飯塚由誠 (鳥海八幡中) 小沼大和

17 阿部平 (仁賀保中)

45

20 奥山司那 (東部中) 鈴木歩 (鶴岡三中) 46

(鳥海中) 44

19 後藤湧太 (鶴岡第一中) 伊賀大和 (やくわクラブ)

高橋悠希 (東部中) 47

22 大串友啓 (本荘南中) 工藤大翔

21 大瀧汐音 (鶴岡第一中)

49

24 安田希 (天王中) 佐藤潤 (鳥海八幡中) 50

(本荘北中) 48

23 金野貴矢 (鳥海八幡中) 髙橋侑真 (鶴岡第一中)

(本荘南中) 52

Bye 51

26 三浦悠生 (矢島中) 矢野悠人

25 小沼真幸 (鳥海中)



第４１回本荘由利卓球選手権大会（記録） 令和元年１０月５日（土）６日（日） 

中 ２ 男 子 

39

20 佐藤陽翔 (鳥海中) 岡田迅 (本荘南中) 40

(鶴岡第一中) 38

19 Bye Bye

野崎俊満 (本荘南中) 37

18 村山海晴 (天王中) 野村昊佑

17 阿部彰太 (本荘東中)

35

16 後藤晴 (鶴岡第一中) 坂本陽 (三川クラブ) 36

(西目中) 34

15 前田勇斗 (東部中) 五十嵐満輝 (鶴岡三中)

和田信龍 (天王中) 33

14 新田凱晟 (矢島中) 髙橋湊

13 丸山将志 (三川クラブ)

31

12 阿部俊介 (鳥海八幡中) 佐々木晴哉 (矢島中) 32

(鳥海中) 30

11 岡部真伍 (本荘南中) 佐藤風芽 (鳥海中)

木村日向葵 (鶴岡第一中) 29

10 大場元気 (本荘北中) 佐藤拓未

9 長谷川怜音 (鶴岡第一中)

27

8 佐藤輝 (三川クラブ) 森谷侑 (天王中) 28

(本荘北中) 26

7 東海林奏 (矢島中) 小林巧 (三川クラブ)

高橋瑠唯 (鳥海八幡中) 25

6 佐藤旭 (天王中) 小助川弘路

5 髙橋桂翔 (西目中)

23

4 鈴木朝陽 (鳥海八幡中) 三船慧向 (矢島中) 24

22

3 松本誠弘 (金浦ＴＴＣ) 五十嵐尊 (鶴岡三中)

加藤大暉 (本荘東中) 21

2 Bye Bye

1 石川航大 (鶴岡三中)



第４１回本荘由利卓球選手権大会（記録） 令和元年１０月５日（土）６日（日） 

中 １ 女 子 

佐々木蘭 (西目中) 19

2 Bye Bye

1 相澤莉夢 (ドラゴンＪｒ)

21

4 鈴木優音 (仁賀保中) 阿部紗英 (仁賀保中) 22

20

3 郡司知怜 (本荘南中) 荒生遥香 (鳥海八幡中)

大河原凛星 (鶴岡第一中) 23

6 小田原晴彩 (鳥海八幡中) 中山色

5 齋藤杏樹 (鶴岡第一中)

25

8 大宮彩愛 (本荘南中) 安藤ほのか (仁賀保中) 26

(井川義務教育学校) 24

7 伊藤楓乃音 (井川義務教育学校) 佐藤蘭 (矢島中)

三浦紗衣良 (本荘南中) 27

10 佐藤未理 (矢島中) 大滝涼夏

9 佐藤鈴來 (西目中)

29

12 武田千奈 (仁賀保中) 五十嵐雪菜 (本荘南中) 30

(鶴岡第一中) 28

11 嶋田紗希 (本荘南中) 池田美優 (鳥海八幡中)

森愛梨沙 (仁賀保中) 31

14 湊凛歩 (井川義務教育学校) 高橋結凪

13 渡邉彩奈 (鶴岡第一中)

33

16 中澤蒼依 (西目中) 三浦理紗 (本荘南中) 34

(西目中) 32

15 飴屋千紘 (仁賀保中) 池田美咲 (矢島中)

(本荘北中) 36

Bye 35

18 原田彩榎 (本荘南中) 熊田光桜

17 Bye



第４１回本荘由利卓球選手権大会（記録） 令和元年１０月５日（土）６日（日） 

中 ２ 女 子 

真坂華奈 (本荘北中) 17

2 Bye Bye

1 豊島彩花 (鳥海中)

18

19

4 島田奈々花 (鳥海八幡中) 樫村礼美 (矢島中) 20

3 今野優依華 (鶴岡第一中) 佐藤仁奈 (鳥海中)

櫻山唯夏 (仁賀保中) 21

6 鈴木咲詠 (仁賀保中) 小池由樹乃

5 木内風夏 (西目中)

(本荘南中) 22

23

8 田口彩奈 (本荘北中) 佐々木悠菜 (西目中) 24

7 土田遥菜 (本荘東中) 伊藤来侑 (鳥海八幡中)

三船菜々海 (鳥海中) 25

10 Bye 中川藍花

9 佐々木凛音 (西目中)

(本荘北中) 26

27

12 佐々木悠莉 (本荘南中) 齋藤里乃 (鶴岡第一中) 28

11 阿部絢音 (仁賀保中) 鈴木深紅 (仁賀保中)

安田彩 (天王中) 29

14 土田望愛 (本荘北中) 益満陽永

13 渡部桐子 (金浦ＴＴＣ)

(本荘南中) 30

31

16 佐藤結実 (鳥海中) 宝池遥 (本荘東中) 32

15 Bye Bye

 

 



第４１回本荘由利卓球選手権大会（記録） 令和元年１０月５日（土）６日（日） 

一 般 男 子 

(ＲＥＦＬＥＣＴＩＯＮ) 52

Bye 51

26 真坂和紀 (由利工業高校) 檜森則紀

25 Bye

49

24 松本拓己 (新開卓球クラブ) 佐々木悠翔 (由利工業高校) 50

(鳥海中) 48

23 今田祐 (大江クラブ) 阿部伸也 (まるいち　Part1)

外山瞳玖 (Ｂｌｏｗ) 47

22 千田雄太 (ＲＥＦＬＥＣＴＩＯＮ) 黒木愛琉

21 飯田恭介 (Ｂｌｏｗ)

45

20 牛島啓 (秋田大学医学部) 土門奨 (ＴＴミラン) 46

(秋備) 44

19 原幸成 (ＴＴミラン) 佐々木雄河 (秋田工業高校)

池田侑史 (ＴＴミラン) 43

18 池田進哉 (矢島中) 秋元正樹

17 保坂日向太 (天王中)

41

16 齋藤龍 (ＲＥＦＬＥＣＴＩＯＮ) 野呂佳史 (秋田大学医学部) 42

(由利工業高校) 40

15 Bye 作山碧海 (Ｂｌｏｗ)

佐藤聖 (御野場中) 39

14 小野紘輔 (CLOVER) 岡崎鉄平

13 阿部洋介 (卓遊会)

37

12 齋藤翔哉 (ＲＥＦＬＥＣＴＩＯＮ) 菅原心太郎 (Ｂｌｏｗ) 38

(天王中) 36

11 堀井康平 (ＴＴミラン) 渡邊真人 (卓球ひとり)

飯村稜 (ＲＥＦＬＥＣＴＩＯＮ) 35

10 工藤柊 (Ｂｌｏｗ) 鈴木直凛

9 佐藤魁斗 (由利工業高校)

33

8 高橋諒太 (御野場中) 土井優輝 (ＴＴミラン) 34

(矢島中) 32

7 佐藤来輝 (鳥海中) 米田雄平 (由利工業高校)

森健太朗 (秋田大学医学部) 31

6 伊藤悠雅 (新開卓球クラブ) 村上優斗

5 結城杏介 (ＴＴミラン)

29

4 佐野将謡 (由利工業高校) 小坂悠斗 (Ｂｌｏｗ) 30

28

3 堀井雄太 (Ｂｌｏｗ) 加藤陸 (新開卓球クラブ)

齋藤亮 (ＲＥＦＬＥＣＴＩＯＮ) 27

2 Bye Bye

1 佐藤凌弥 (ＲＥＦＬＥＣＴＩＯＮ)

 



第４１回本荘由利卓球選手権大会（記録） 令和元年１０月５日（土）６日（日） 

４０代男子 

 

予選リーグ  

① ② ③ 勝点 順位

① 谷野雅之(にかほスポ少) 0-3 3-2 3 2

② 茂木卓(Ａ１３) 3-0 3-0 4 1

③ 三浦浩(Rock's) 2-3 0-3 2 3

① ② ③ ④ 勝点 順位

① 桧森孝則(Rock's) 1-3 0-3 3-0 4 3

② 渡會努(鶴岡ＴＴＣ) 3-1 3-2 3-0 6 1

③ 佐藤幸治(Ａ１３) 3-0 2-3 3-0 5 2

④ 髙橋成暢(松ヶ崎卓球愛好会) 0-3 0-3 0-3 3 4

Ｂリーグ

Ａリーグ

 

 

決勝トーナメント 

茂木卓(Ａ１３) A-1 A-2 谷野雅之(にかほスポ少)

佐藤幸治(Ａ１３) B-2 B-1 渡會努(鶴岡ＴＴＣ)

 

 

 

５０代男子 

①佐藤喜一(大内卓球協会） ②菊池智也(個人)

 

 

 

６０代男子 

年代別60代男子 ① ② ③ ④ ⑤ 勝点 順位

① 齋藤隆(卓球サークル) 0-3 2-3 3-0 3-0 6 3

② 大類利寿(卓遊会) 3-0 3-0 3-0 3-0 8 1

③ 佐藤治一(由利卓球協会) 3-2 0-3 3-0 3-0 7 2

④ 佐々木勝二(松ヶ崎卓球愛好会) 0-3 0-3 0-3 3-0 5 4

⑤ 伊藤徳昭(本荘由利卓球協会) 0-3 0-3 0-3 0-3 4 5  

 



第４１回本荘由利卓球選手権大会（記録） 令和元年１０月５日（土）６日（日） 

一 般 女 子 

 

予選リーグ 

① ② ③ ④ 勝点 順位

① 森花菜子(秋田大学医学部) 0-3 3-0 3-0 5 2

② 武田香桜(井川義務教育学校) 3-0 3-0 3-0 6 1

③ 関晴捺(秋田大学医学部) 0-3 0-3 1-3 3 4

④ 外山瞳玖(Ｂｌｏｗ) 0-3 0-3 3-1 4 3

① ② ③ 勝点 順位

① 後藤麗奈(ＲＥＦＬＥＣＴＩＯＮ) 3-0 1-3 3 2

② 後藤瑞佳(秋田大学医学部) 0-3 0-3 2 3

③ 田中美来(ドラゴンJr) 3-1 3-0 4 1

① ② ③ 勝点 順位

① 相場友花(Ｂｌｏｗ) 0-3 0-3 2 3

② 上野優花(秋田大学医学部) 3-0 0-3 3 2

③ 渡會実来(鶴岡中央高校) 3-0 3-0 4 1

① ② ③ 勝点 順位

① 清野真未(CLOVER) 3-2 3-0 4 1

② 佐藤冬華(A.C.O.J) 2-3 3-0 3 2

③ 齋藤景(秋田大学医学部) 0-3 0-3 2 3

Ａリーグ

Ｂリーグ

Ｃリーグ

Ｄリーグ

 

 

決勝トーナメント 

渡會実来(鶴岡中央高校)

清野真未(CLOVER)

C-1

D-1

A-1

B-1

武田香桜(井川義務教育学校)

田中美来(ドラゴンJr)

 

４０代女子 

②①松本直子(卓球愛好会)

 

５０代女子 

①中田智子(松ヶ崎卓球愛好会) ②

 


