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第２８回本荘由利ダブルス卓球選手権大会記録 

小中の部

１部決勝トーナメント ２部決勝トーナメント

優勝 榎海登 （秋大付属中） 優勝 小松丈広 （鶴舞スポ少）

佐々木駿成 （本荘南中） 佐々木美優 （鶴舞スポ少）

準優勝 佐藤有紗 （大曲中） 準優勝 嵯峨愛淑 （桜卓球クラブ）

豊島由羅 （協和中） 嵯峨愛梢 （桜卓球クラブ）

3位 髙橋心澄美 （県南卓球道場） 3位 石塚紗矢 （西目スポ少）

森元遥菜 （県南卓球道場） 中澤蒼依 （西目スポ少）

岡田迅 （本荘南中） 畠山翔 （てくてく倶楽部）

菊地健介 （新山スポ少） 藤島劉飛 （てくてく倶楽部）

交流トーナメント

優勝 浅利成琉 （てくてく倶楽部）

阿部大和 （てくてく倶楽部）

準優勝 伊藤有美 （新山スポ少）

岡崎莉佑 （新山スポ少）

3位 菅原光晴 （西目スポ少）

佐々木瑠惟 （西目スポ少）

佐藤心音 （美郷町スポ少）

新田穂乃華 （美郷町スポ少）

一般の部

決勝トーナメント 交流トーナメント

優勝 齋藤亮 （REFLECTION) 優勝 佐藤幸治 （A13)

松橋天音 （REFLECTION) 佐藤健太 （A13)

準優勝 本間杏和 （Lilac)

五十嵐耀 （Lilac)

3位 飯澤史都 （外旭川中)

高橋翔太 （御野場中)

戸沢浩喜 （大仙卓連)

戸沢栞奈 （大仙卓連)

 



第２８回本荘由利ダブルス卓球選手権大会記録 

小中の部１部決勝トーナメント 

榎海登 秋大附属中 佐藤有紗 大曲中

佐々木駿成 本荘南中 豊島由羅 協和中

佐々木摩莉亜 大内中 佐藤優真 本荘南中

菊地莉央 大内中 池田進哉 矢島中

村上花野 西目中 佐々木蘭 西目スポ少

木内風夏 西目中 佐々木華穂 西目スポ少

原田彩榎 鶴舞スポ少 橋口珠羽 西目中

明野空音 鶴舞スポ少 高橋愛那 西目中

豊島彩花 鳥海中 浅利琉斗 てくてく倶楽部

佐藤結実 鳥海中 斎藤心胡 てくてく倶楽部

五十嵐衣織 秋田東中 三船菜々海 鳥海中

秋元日菜子 秋田東中 佐藤仁奈 鳥海中

五十嵐琉唯 県南卓球道場 bye

稲葉蒼大 県南卓球道場 bye

冨永龍 県南卓球道場 五十嵐瑛太 本荘南中

黒丸大輔 県南卓球道場 菊地悠太 本荘南中

真坂華奈 本荘北中 髙橋桃愛 県南卓球道場

田口彩奈 本荘北中 赤倉音羽 県南卓球道場

荻原詩子 秋田東中 川井透也 城北スポ少

沼田かえで 秋田東中 後藤湧太 城北スポ少

佐藤和真 尾崎スポ少 福田由津騎 美郷町スポ少

伊藤拓海 尾崎スポ少 高橋和真 美郷町スポ少

麻生創太 本荘南中 佐藤来輝 鳥海中

原田弥 本荘南中 黒木愛琉 鳥海中

三浦美空 西目中 佐々木凛音 西目中

佐々木悠菜 西目中 宝池遥 宝池卓球クラブ

五十嵐一真 大住スポ少 熊田光桜 新山スポ少

小田栞那 大住スポ少 太田彩華 新山スポ少

進藤健 美郷町スポ少 bye

髙橋愛翔 美郷町スポ少 bye

髙橋心澄美 県南卓球道場 岡田迅 本荘南中

森元遥菜 県南卓球道場 菊地健介 新山スポ少

4 20

5 21

6 22
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第２８回本荘由利ダブルス卓球選手権大会記録 

小中の部２部決勝トーナメント 

仙道楽 新山スポ少 加藤駿里 大仙ジュニア

工藤大翔 新山スポ少 播摩翔空 大仙ジュニア

佐藤鈴來 西目スポ少 加藤大暉 本荘東中

高橋結凪 西目スポ少 髙橋湊 西目中

佐藤七穂 美郷町スポ少 矢野悠人 鶴舞スポ少

鈴木楓香 美郷町スポ少 阿部夢大 鶴舞スポ少

髙橋悠 にかほスポ少 渡辺恵菜 新山スポ少

渡部桐子 金浦TTC 土田暖乃 新山スポ少

畠山翔 てくてく倶楽部 富樫徠 牛島スポ少

藤島劉飛 てくてく倶楽部 田村瑛太 牛島スポ少

奥山さくら 大内スポ少 佐々木竜誠 西目スポ少

佐々木恵莉加 大内スポ少 橋口陽名汰 西目スポ少

三浦怜 牛島スポ少 bye

鈴木貫斗 牛島スポ少 bye

小松侑生 東由利スポ少 小松丈広 鶴舞スポ少

小野大輝 東由利スポ少 佐々木美優 鶴舞スポ少

佐藤未理 矢島スポ少 植村陽太朗 矢島スポ少

佐藤若菜 矢島スポ少 佐藤大心 矢島スポ少

嵯峨愛淑 桜卓球クラブ 齋藤快 県南卓球道場

嵯峨愛梢 桜卓球クラブ 木下颯斗 県南卓球道場

小野まひる 東由利中 石塚紗矢 西目スポ少

阿部紗雪 東由利中 中澤蒼依 西目スポ少

大庭柊 東由利スポ少 渡部栄斗 鶴舞スポ少

藤岡一颯 東由利スポ少 吉田幸生 鶴舞スポ少

五十嵐愛良 若浜スポ少 鈴木奏太 美郷町スポ少

藤本彩夏 若浜スポ少 鈴木隼翔 美郷町スポ少

三河航太 てくてく倶楽部 安保詩織 西目スポ少

斎藤寛太 てくてく倶楽部 松島叶恵 西目スポ少

佐藤翔 本荘東中 bye

阿部彰太 本荘東中 bye

髙原峻 本荘北中 佐藤結美 にかほスポ少

石川雲羽 本荘北中 竹坂美潤 にかほスポ少
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第２８回本荘由利ダブルス卓球選手権大会記録 

小中の部交流トーナメント

伊藤夢架 若浜スポ少 三浦紗衣良 尾崎スポ少
齋藤成海 若浜スポ少 五十嵐雪菜 尾崎スポ少

東海林玲 矢島スポ少 矢野菜々美 鶴舞スポ少
松山凛奈 矢島スポ少 渡部さつき 鶴舞スポ少
伊藤有美 新山スポ少 菅原光晴 西目スポ少
岡崎莉佑 新山スポ少 佐々木瑠惟 西目スポ少
小笠原結愛 東由利スポ少 佐藤篤貴 にかほスポ少

小野結花 東由利スポ少 須田翔太 にかほスポ少

三浦千歩 尾崎スポ少 佐々木娃茉花 大内スポ少
大友愛 尾崎スポ少 東海林葵 大内スポ少
村上陽菜 尾崎スポ少 工藤蒼空 東由利スポ少

阿部佳介 尾崎スポ少 清水蓮 東由利スポ少

伊藤柚香 若浜スポ少 髙橋空 若浜スポ少
齋藤ひより 若浜スポ少 齋藤綾奈 若浜スポ少
工藤結芽 子吉スポ少 村上海里 金浦ＴＴＣ
熊谷優奈 子吉スポ少 森花琳 金浦ＴＴＣ
佐々木絵穂 にかほスポ少 大串友啓 尾崎スポ少
佐藤琴未 にかほスポ少 富樫里久 尾崎スポ少
大友瑛太 尾崎スポ少 高橋悠真 鶴舞スポ少
佐藤優翔 尾崎スポ少 田澤信吾 鶴舞スポ少
麻生奨大 尾崎スポ少 長尾奏希 秋田東中
佐藤隼 尾崎スポ少 宮川凛々子 秋田東中
大場元気 本荘北中
小助川弘路 本荘北中
佐々木桃那 西目スポ少 鈴木蒼弥 東由利スポ少

松島杏佳 西目スポ少 工藤有真 東由利スポ少

髙橋莉衣 にかほスポ少 伊藤舞来 大内スポ少
松本誠弘 金浦TTC 岡部茜 大内スポ少
佐藤花 新山スポ少 小松昊生 東由利スポ少

小川菜津未 新山スポ少 栗田鉄 東由利スポ少

佐々木菜希 東由利スポ少 浅利成琉 てくてく倶楽部

大庭采桜 東由利スポ少 阿部大和 てくてく倶楽部

近江樹英瑠 若浜スポ少
小久保紗希 若浜スポ少

佐藤晴 矢島スポ少 奥山いろは 西目スポ少
佐藤琉斗 矢島スポ少 高橋愛楓 西目スポ少
佐藤心音 美郷町スポ少 佐々木彩愛 西目スポ少
新田穂乃華 美郷町スポ少 石塚知沙 西目スポ少
土田愛深 新山スポ少 佐々木葵 大内中
渡辺紗優 新山スポ少 菊地芽衣 大内スポ少
大塚幸喜 東由利スポ少 阿部夢騎 鶴舞スポ少
鈴木庵志 東由利スポ少 冨木林平 鶴舞スポ少
加藤美羽 桜卓球クラブ 斉藤華楠 西目スポ少
大原菜々子 桜卓球クラブ 佐々木結愛 西目スポ少
栗林香乃 美郷町スポ少 進藤楓 美郷町スポ少

佐藤一花 美郷町スポ少 鈴木葵子 美郷町スポ少

小川大輔 新山スポ少 齋藤菜桜 子吉スポ少
佐々木晴陽 新山スポ少 本間空星 子吉スポ少
佐藤蘭 矢島スポ少 武田壮 大内中
佐藤理乃 矢島スポ少 髙橋桂翔 西目中
鈴木茉央 美郷町スポ少 松下亮 尾崎スポ少
福田由奈 美郷町スポ少 須藤瑛月 尾崎スポ少
永井光姫 西目中 佐藤拓未 鳥海中
宝池結 宝池卓球クラブ 佐藤風芽 鳥海中
木嶌玲香 子吉スポ少 梶原滉介 鶴舞スポ少
入江結彩 子吉スポ少 佐々木光 鶴舞スポ少
甫仮眞緒 子吉スポ少 甫仮綱哉 子吉スポ少
渡邊まの 子吉スポ少 木嶌千里 子吉スポ少

久米桃花 尾崎スポ少 渡部龍真 若浜スポ少
長田凛香 尾崎スポ少 髙橋希晏 若浜スポ少
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第２８回本荘由利ダブルス卓球選手権大会記録 

一般の部決勝トーナメント 

 

齋藤亮 （ＲＥＦＬＥＣＴＩＯＮ) 本間杏和 （Lilac)

松橋天音 （ＲＥＦＬＥＣＴＩＯＮ) 五十嵐耀 （Lilac)

齋藤良三 （卓研)

草彅セツ （卓研)

高橋秀成 （豊成中) 佐藤優衣 （friend)

木村虎太郎 （角館中) 小野楓 （friend)

髙橋伸幸 （JOKERｓ) 丹波陽人 （新屋高校)

松井悠悟 （JOKERｓ) 大瀧柚希 （新屋高校)

粟津豊和 （JOKERｓ) 常世隼人 （新屋高校)

藤澤湧也 （JOKERｓ) 芳賀雄也 （新屋高校)

鈴木倫明 （卓球サークル) 小川朋之 （Xiamen)

齋藤隆 （卓球サークル) 相庭裕馬 （Xiamen)

伊藤晴哉 （Lilac) 池田光汰 （JOKERｓ)

村田和志 （Lilac) 原美伸 （JOKERｓ)

茂木卓 （A13) 福地佑輝 （JOKERｓ)

小松歩夢 （矢島中) 髙橋亮 （JOKERｓ)

佐藤なな （鳥海中) 土田秀喜 （maruichi　part1)

村上香祐紀 （鳥海中) 佐々木亮 （maruichi　part1)

桃井修 （卓研) 伊藤和愛 （JOKERｓ)

鈴木裕子 （卓研) 伊藤嵩将 （JOKERｓ)

伊藤大嗣 （CLOVER)

冨樫亮 （CLOVER)

飯澤史都 （外旭川中) 戸沢浩喜 （大仙卓連)

高橋翔太 （御野場中) 戸沢栞奈 （大仙卓連)

1 A-1 F-1 13

2 Bye D-2 14

3 H-2 B-2 15

4 G-2 G-1 16

5 F-2 A-2 17

6 B-1 H-1 18

7 C-1 I-1 19

8 K-2 E-2 20

9 D-1 J-1 21

10 I-2 C-2 22

11 J-2 Bye 23

12 E-1 K-1 24

 
  



第２８回本荘由利ダブルス卓球選手権大会記録 

一般の部交流トーナメント 
 

植村恵美子 （HannaH) 戸沢由夏 （シオラー)

後藤美奈子 （HannaH) 山口隼 （シオラー)

三浦要一郎 （西目クラブ)

長澤勝利 （美郷クラブ)

渡辺真人 （チーム絹婚式) 保坂勇樹 （みその)

渡辺悠貴子 （チーム絹婚式) 丹波孝幸 （みその)

安藤彰兵 （らて) 谷野雅之 （にかほスポ少)

齋藤知世 （らて) 谷野颯介 （にかほスポ少)

黒谷友 （南卓球クラブ) 池田房一 （シオラー)

髙畑鴻 （南卓球クラブ) 佐藤喜一 （シオラー)

佐藤幸治 （A13) 五代儀大生 （新屋高校)

佐藤健太 （A13) 安部将吾 （新屋高校)

1 A-3 F-3 7

2 Bye G-3 8

4 C-3 I-3 10

3 9B-3 H-3

5 D-3 J-3 11

6 E-3 K-3 12

 


