
期日 令和元年６月３０日（日）
会場 由利本荘市総合体育館
主催 本荘由利卓球協会

男子　３年生以下の部

① ② ③ 勝敗 順位

① 佐々木瑠惟 西目スポ少 3-0 3-0 2-0 1

② 植村結之佑 矢島スポ少 0-3 0-3 0-2 3

③ 鈴木蒼弥 東由利スポ少 0-3 3-0 1-1 2

① ② ③ 勝敗 順位

① 佐藤　晴 矢島スポ少 棄権 1-3 ０－１ ２

② 渋谷　凪 矢島スポ少 棄権 棄権 －

③ 安保仁翔 西目スポ少 3-1 棄権 １－０ １

① ② ③ 勝敗 順位

① 佐藤琉斗 矢島スポ少 ２－３ ３－０ １－１ ２

② 工藤有真 東由利スポ少 ３－２ ３－０ ２－０ １

③ 阿部佳人 尾崎スポ少 ０－３ ０－３ ０－２ ３

決勝リーグ

Ａ－１ Ｂ－１ Ｃ－１ 勝敗 順位

① 佐々木瑠惟 西目スポ少 ３－０ ３－０ ２－０ １

② 安保仁翔 西目スポ少 ０－３ ３－１ １－１ ２

③ 工藤有真 東由利スポ少 ０－３ １－３ ０－２ ３

Ａブロック

Ｂブロック

Ｃブロック

第４９回本荘由利小学校卓球大会（記録）



第４９回本荘由利小学校卓球大会（記録） 令和元年６月３０日（日）

4年男子

5年男子

6年男子

菅原光晴 西目スポ少 8 16 髙橋　悠 にかほスポ少

須田翔太 にかほスポ少 7 15 bye

尾崎スポ少

梶原滉介 鶴舞スポ少 6 14 鈴木庵志 東由利スポ少

大友瑛太 尾崎スポ少 5 13 佐藤優翔

鳥海スポ少

梅津正尋 東由利スポ少 4 12 麻生奨大 尾崎スポ少

富樫里久 尾崎スポ少 3 11 阿部頼音

西目スポ少

bye 2 10 佐藤篤貴 にかほスポ少

吉田幸生 鶴舞スポ少 1 9 橋口陽名汰

清水　蓮 (東由利スポ少) 10 20 佐藤光希 (鳥海スポ少)

須藤　翔 (鳥海スポ少) 9 19 bye

(東由利スポ少)

鈴木　蓮 (矢島スポ少) 8 18 小松悠人 (鶴舞スポ少)

須藤瑛月 (尾崎スポ少) 7 17 工藤蒼空

(尾崎スポ少)

阿部夢騎 (鶴舞スポ少) 6 16 阿部佳介 (尾崎スポ少)

大庭　柊 (東由利スポ少) 5 15 松下　亮

(東由利スポ少)

佐々木春陽 (新山スポ少) 4 14 髙橋璃空 (矢島スポ少)

小池永泰 (鶴舞スポ少) 3 13 大塚幸喜

(子吉スポ少)

bye 2 12 bye

佐藤　隼 (尾崎スポ少) 1 11 甫仮綱哉

(西目スポ少)20

猪股大典 (鶴舞スポ少)19

10黒木魁人 (鳥海スポ少) 内田　翼

9佐藤翔太 (新山スポ少)

17

8藤岡一颯 (東由利スポ少)

7渋谷　陸 (矢島スポ少)

髙橋陸翔 (矢島スポ少)18

(新山スポ少)16

豊島颯良 (鳥海スポ少)

冨木林平 (鶴舞スポ少)15

6田澤真吾 (鶴舞スポ少) 長谷川哲大

5高橋悠真 (鶴舞スポ少)

4梶原漣桜 (鳥海スポ少)

3佐々木奏 (新山スポ少)

三浦紫月 (尾崎スポ少)14

(鳥海スポ少)12

佐々木光 (鶴舞スポ少)13

谷野颯介 (にかほスポ少)11

2佐藤奏汰 (鶴舞スポ少) 須藤陸二

1佐藤　大心 (矢島スポ少)



第４９回本荘由利小学校卓球大会（記録） 令和元年６月３０日（日）

３年以下女子

4年女子

大友　愛 (尾崎スポ少) 10 20 村上真宙 (鳥海スポ少)

大庭采桜 (東由利スポ少) 9 19 bye

(矢島スポ少)

三浦星莉奈 (にかほスポ少) 8 18 佐藤柚帆 (新山スポ少)

茂木あこ (西目スポ少) 7 17 三船杏慈

(にかほスポ少)

渡邊紗優 (新山スポ少) 6 16 佐藤美空 (西目スポ少)

小番百合絵 (鶴舞スポ少) 5 15 髙橋莉衣

(新山スポ少)

竹坂　美潤 (にかほスポ少) 4 14 三浦初良音 (尾崎スポ少)

伊藤杏莉 (新山スポ少) 3 13 齋藤心遥

(子吉スポ少)

bye 2 12 bye

佐藤若菜 (矢島スポ少) 1 11 木嶌千里

(子吉スポ少)20

遠藤妃菜乃 (尾崎スポ少)19

10今野心晴 (新山スポ少) 熊谷優奈

9平澤瑠海 (西目スポ少)

17

8渡部さつき (鶴舞スポ少)

7小松苺愛 (子吉スポ少)

工藤心寧 (新山スポ少)18

(東由利スポ少)16

小笠原唯 (大内スポ少)

本多莉央 (鳥海スポ少)15

6小杉紫月 (大内スポ少) 清水美海

5阿部彩菜 (にかほスポ少)

4松島杏佳 (西目スポ少)

3阿部麻梨奈 (東由利スポ少)

渡邊心結 (新山スポ少)14

(YTT.Jr)12

佐藤日和 (鶴舞スポ少)13

佐々木桃那 (西目スポ少)11

2bye 土田莉暖

1矢野菜々美 (鶴舞スポ少)



第４９回本荘由利小学校卓球大会（記録） 令和元年６月３０日（日）

５年女子

６年女子

佐々木美優 鶴舞スポ少 16 32 明野空音 鶴舞スポ少

菅野桜羽 鳥海スポ少 15 31 bye

子吉スポ少

小松瑞季 子吉スポ少 14 30 岡部　茜 大内スポ少

伊藤舞来 大内スポ少 13 29 入江結彩

子吉スポ少

岡崎莉佑 新山スポ少 12 28 佐藤　花 新山スポ少

佐藤春芽 鳥海スポ少 11 27 工藤結芽

尾崎スポ少

松山凛奈 矢島スポ少 10 26 梶原璃胡 鳥海スポ少

佐々木華穂 西目スポ少 9 25 相庭実奈

鳥海スポ少

齋藤菜桜 子吉スポ少 8 24 伊藤有美 新山スポ少

佐藤　雫 鳥海スポ少 7 23 村上　皐

子吉スポ少

佐々木理桜 尾崎スポ少 6 22 東海林玲 矢島スポ少

高野葉月 新山スポ少 5 21 木嶌玲香

尾崎スポ少

佐々木菜希 東由利スポ少 4 20 小野結花 東由利スポ少

渡邊恵菜 新山スポ少 3 19 村上陽菜

大内スポ少

bye 2 18 佐藤ほのか 鳥海スポ少

宝池　結 宝池卓球クラブ 1 17 菊地芽衣

西目スポ少20

bye19

10佐藤理乃 矢島スポ少 佐々木彩愛

9土田愛深 新山スポ少

17

8佐々木結愛 西目スポ少

7斉藤華楠 西目スポ少

眞坂雛子 矢島スポ少18

にかほスポ少16

中村　葵 新山スポ少

土田暖乃 新山スポ少15

6佐藤陽菜 鳥海スポ少 佐藤結美

5奥山いろは 西目スポ少

4東海林葵 大内スポ少

3佐々木絵穂 にかほスポ少

髙橋愛楓 西目スポ少14

尾崎スポ少12

阿部桜楽 東由利スポ少13

石塚知沙 西目スポ少11

2bye 菊地愛梨

1小川菜津未 新山スポ少


