
 

令和４年度おきたまオープン大会運営について 

 

【試合方法・進行について】 

タイムテーブルに沿って進めますが、時間、コートは目安ですので放送に注意してください。 

・参加人数が多いので、試合結果を速やかに進行に届けるなど、進行に協力をお願いします。 

・進行席及び選手集合所は、東側トレーニング室になります。 

（団体戦） 

・準々決勝までは３ゲームマッチ、準決勝及び決勝は５ゲームマッチで行います。 

・予選は勝敗が決まっても最後まで試合を行います。※ただし、順位決定には反映しません。 

・当日欠員が出た場合、３名の場合は１番を欠として試合を行います。これ以下は認めませんが参考試

合としておこなうことができます。 

・選手の変更や追加は認めません。又、１人が重複して試合にでることはできません。 

・事前のオーダー交換は行いません。競技コートに入り、整列時に「対戦記録表」に各チームの「オーダー用

紙」を貼り試合を開始します。 

（個人戦） 

・予選リーグは３ゲームマッチ、決勝トーナメントは５ゲームマッチで行います。 

・予選の試合順は、必ずしもリーグ番号順に行うことではなく、進行が放送で呼びだしを行い３チームが揃っ

たリーグから試合を開始します。 

・ジュニア男子シングルスは、大会要項に記載の試合開始予定時刻より早く試合を行う場合がありますが、

あくまで選手が揃っているリーグを優先して行うこととしており、必ずしもタイムテーブルによる開始予定時刻

まで集合する必要はありません。 

・棄権選手が発生した場合でも、必ず２試合以上試合ができるよう配慮して進行を行います。 

 

【審判について】 

・団体戦は、空いているチーム又は相互審判で行います。決勝トーナメントは予選リーグ３位のチームが 

１回戦の審判になります。以後、敗者審判になります。 

・個人戦は、予選は空いている選手が行います。決勝トーナメントは敗者審判で行います。 

 

【コロナ対策について】 

・試合中であっても、廊下側の扉及び高窓は開放したままで行います。 

 ※風や光によって試合に大きく影響がある場合を除く 

・館内では試合中の選手以外は不織布マスクを着用してください。 

・発熱がある方や体調不良の方は、入館を控えてください（選手であっても同様）。 

 

【観客席について】 

・正面から入って右側（東側）は、置賜地域（米沢地区、置賜地区）とし、それ以外の地区は左側

（西側）とします。 

・席数に限りがありますので、置紙や荷物による場所取りは禁止です。譲り合って使用してください。 

 

～ 大会進行にご協力をお願いします ～  



名 誉 会 長 齋藤　　悟 高子　啓介 山川　　清

顧 問 鈴木　文雄 青木　弘吉 高橋　浩一 八鍬　秀晴

会 長 渡部　敏朗

副 会 長 遠藤　敬一 石山　勘一 島貫　順一 梅村　俊弘 上浦　　勤

競 技 委 員 長 迎田准一郎 安久津繁実

副 競 技 委 員 長 新野　　敦 吉野　雅之

審 判 長 金子　　正 中尾　　進

副 審 判 長 飯澤　秀洋 横澤　泰子

競 技 役 員 渋谷　淳一 五十嵐惇一 工藤誠一郎 小林　邦弘 阿部　正志

渡部　　哲 山田　昭宏 児玉　大輔 金田　啓珠 時田　佳穗

遠藤　佳奈 五十嵐浩彰 高橋　功一 阿部　　渉 佐藤　温知

伊藤　喜裕 寒河江　忍 松田　数史 青木　和弘 長沼　　聡

大原　且義 鈴木　安継 大浦　　希 清水　淳一 福島　　幸

岡村佐由美 戸田　昇平

事 務 局 松本　　治 菅野　　亨 島貫　光司

１ 開 会 宣 言

２ 挨 拶 会  長

３ 選 手 宣 誓

４ 競 技 上 の 注 意

５ 進 行 に つ い て

６ 会 場 使 用 の 注 意

７ 諸 連 絡 　

１ 開 会 宣 言

２ 挨 拶 会  長

３ 選 手 宣 誓

４ 競 技 上 の 注 意

５ 進 行 に つ い て

６ 会 場 使 用 の 注 意

７ 諸 連 絡 　

・入賞者は表彰及び写真撮影がありますので帰らないでお待ち下さい。

・当協会ホームページ用の試合風景や入賞者の写真撮影をさせて頂きますのでご了承下さい。

・大会昼食は大会役員分しか準備していません。

会 場 主 任 小林　邦弘

松本　　治

叶 水 中 学 校 須貝　欧右

審 判 長 中尾　　進

進 行 主 任 安久津繁実

10　日　開　会　式　次　第

競 技 委 員 長

置 賜 地 区 卓 球 協 会 渡部　敏朗

渋谷　淳一

会 場 主 任 工藤誠一郎

松本　　治

【　諸　連　絡　】

大　会　役　員

９　日　開　会　式　次　第

競 技 委 員 長

置 賜 地 区 卓 球 協 会 渡部　敏朗

遠藤　美桜

審 判 長 金子　　正

進 行 主 任

長 井 高 等 学 校
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○１０月９日（日） ※ﾀｲﾑﾃｰﾌﾞﾙはあくまで目安ですので、進行係の放送等による指示により行動してください

　　　
8:40 18

競
技
等
説
明

開
会
式

② ③

団体 1

② ③

① ② ②

決勝 11 ① ② ②

①

14 ① ② ③準決勝 2

13 ① ② ② ③

決7 19

① ①

① ①

①

5 17

4 16

3 15 ① ①

8:40 18

女子

団体

男子

団体

J

A A

団体

男子団体 K

②

①

団体

A

団体 団体 団体

B

団体 団体 団体

D

男子

団体

男子 男子

団体

E

団体

G G

男子

男子

Ｂ Ｂ Ｂ

女子 女子 女子

団体 団体 団体

女子

Ｂ

団体

女子 女子

団体 団体

準決勝 決勝

20

21

A

女子

団体 団体 団体

女子

団体

A Ｂ Ｂ

26

27

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

3

4

5

6

7

1

29

35

36

37

18

19

20

21

22

23

24

25

④

④

④

④

③

③

準

③

③

③

③

③

③

③

③

④

④ 準

④

④ 準

決

準

14 ①

決

12

18

③

③

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

② 準

② 準

②

オープン女子

13

1

2

3

①

①

①

15

11

12

②②②①10

6

8

9

①

①

4

5

6

7

8

9

10

②

30

31

32

33

34

28

男子

団体

H

団体

準決勝

団体男子

団体

J

男子

団体

H

男子

団体

J

男子

団体

I

F F

男子

団体

I

男子

団体

G

男子

団体

団体 団体

C C C

男子 男子 男子

団体 団体

D D

男子 男子 男子

男子

団体

I

男子

団体

H

B B

男子 男子 男子

男子 男子

団体 団体

E E

男子

団体

F

男子 男子

団体 団体

団体

①

団体

①

B2K2

J2C2

D2I2

A2K1

団体

①

F2G2

団体

①

団体

H2E2

団体

②

団体

②

団体

②

①

団体

②

団体

I1H1

団体

②

団体

②

団体

③

団体

③

団体

③

団体

③

団体

予備

予備
（試合できるリーグ） ①

A

女子

A

団体

A

②

②

②

団体

準決勝

A1-B2

B1-A2

女子

団体

A

女子

団体

G1J1

②
ジュニア男子予選リーグ 

※数字はリーグ番号ではありません 

ジュニア女子予選リーグ 
※数字はリーグ番号ではありません 

オープン男子予選リーグ 
※数字はリーグ番号ではありません 



西
コート 8:30 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

東 8:30 9 10 11 12 13 14 15 16 17

○１０月１０日（月） ※ﾀｲﾑﾃｰﾌﾞﾙはあくまで目安ですので、進行係の放送等による指示により行動してください

　　　
8:40 18

競
技
等
説
明

開
会
式

1 29 57

9 37 65

26

③ 準

2 30 58 19 ① ② ①

18 ① ② バンビカブ女子 ① ②

② ③

3 31 59 20 ① ② ② ② ③ 準 決

4 32 60 21 ② ② ② ② ③

5 33 61 22 ② 準 決

6 34 62 23 ② ② ホープス男子

② ① ② ③

準

8 36 64 25 ②

① ② ③

7 35 63 24 ② ②

② ② ② ③

② ② ③

②

10 38 66 27 ② ② ホープス女子 ①

26 ② ② ②

②

11 39 67 28 ② ② ① ② 準 決

12 40 1 29 ② ② ① ②

13 41 2 30 ② ② ① ② 準

14 42 3 31 ② ② バンビカブ男子 ① ②

15 43 4 32 ② ② ① ② 準

16 44 5 33 ② ② ① ② 準 決

17 45 6 34 ② ② ① ②

18 46 7 35 ② ③ ③ ⑤ 準 決

19 47 8 36 46 ③ ③

③ ③ ③ ③ ④ ④

③ ③ ④ ④

20 48 9 37 47 ③ 準

21 49 10 38 48 ③ ③ ③ ④

③ ③ ④ ④ ⑤ ⑤

④ ⑤

22 50 11 39 49 ① ① ① ① ② ②

23 51 12 40 50 ① ① ① ① ② ② ③

24 52 13 41 51

25 53 14 42 52 ① ①

① ①

① ② ② ② ③ ④

③ ④ 準① ② ② ②

準 決

27 55 16 44 54 ① ① ①

① ② ② ③ ③ ④54 15 43 53 ① ①

8:40 18

① ① ① ② ② ③

② ② ③ ③ ④

28 56 17 45 55

カデット男子予選リーグ 

カデット女子予選リーグ 



東

（ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室）
２Ｆ

２Ｆ 出口

〔
用
具
室

〕

２Ｆ 出入口

（軽運動室） ２Ｆ

西

扉
用
具
室

女WC

役
員
席

扉

9 10 11 12 13 14

出
入
口

扉

保健室

8

扉

上記以外は西側観覧席利用

21 1520 19
置賜・米沢は東側観覧席利用

入館ﾁｪｯｸ(検温)

役員室

役
員
席

2 1 女
更
衣
室

観覧席に限りがありますので、譲り
合っての利用をお願いします。
置紙や荷物での場所取りは御遠

慮ください。7 6 5 4 3

卓球台配置図（２８台）

18 17 16

用
具
室

男WC

扉
男
更
衣
室

扉
出
入
口22 23 24 25 26 27 28

進行席



バンビカブ男子シングルス　　※予選１・２位が決勝トーナメント

A 1 白幡　和長 双葉クラブ 鈴木　奏汰 朝日ジュニア 11 C

2 鈴木　陽斗 やくわクラブ 植木　桜雅 やくわクラブ 12

15

3 清藤　莉仁 萩野学園 久米　立樹 セントラル卓研 13

C2

E 4 宮澤　宏太 T-1卓球クラブ

A2

F2 中島　宗佑 ５ｓｔａｒ 14 F

吉田　篤矢 双葉クラブ

6 高山　莉生 双葉クラブ

5 阿部　太環 朝日ジュニア

５ｓｔａｒ

10 梅津　皇汰 長井ジュニア

川部　太輔 やくわクラブ

9 上野　　伶

3

山川　絢未 葉山ジュニアA

土田　大和 ひらたスポ少 20

C

2 工藤　千鶴 大曽根クラブ 伊藤　咲喜 興卓クラブ 11

1

F

G2

瀧澤　美侑 屋代スポ少 

9 小関　真緒 大曽根クラブ

8

安達　菜紡 O　N　E

加藤　陽咲 山形ジュニア

B2

孫田　葵葉 セントラル卓研 21 B

江口　　椛 大曽根クラブ 22

7 孫田　怜士 セントラル卓研

B2

バンビカブ女子シングルス　　※予選１・２位が決勝トーナメント

D 8

佐々木時生 長井ジュニア 16

遠藤　祐歩 やくわクラブ 19

さくらジュニア 17

E2

D2

川田　健人 長井ジュニア 18 B

小山　蛍瑠

渡辺　梓妃 葉山ジュニア 10

5 遠藤　由唯 やくわクラブ

高橋　亜珠 屋代スポ少 12

増田　玲和 やくわクラブ 13

佐藤　　楓 ピンポン俱楽部 14

F2

D 7 四ツ家　凛 雅　S　T　C

6 小笠原翠華 大曽根クラブ

C2

E 4 鈴木なつみ さくらジュニア

小笠原蓮華 大曽根クラブ 15

佐藤　帆華 萩野学園 16

19

川田　心菜 長井ジュニア 20

加藤　紗衣 大曽根クラブ 17 G

佐藤　玲咲 ひらたスポ少 18

E2

高橋　　凛 チェリー寺津 23

A2

D2



F2

3 内野　月椛 暘　　　　光 増田　莉杏 やくわクラブ 13

C2 A2

大場　芹菜 長井ジュニア 14 F

D2

7 加藤　絢心 山形ジュニア

6 志田莉央奈 やくわクラブ

山口　瑞稀 屋代スポ少
E 4 鈴木音々花

逸見　吏央 ピンポン俱楽部 16 C

2 鈴木　志隆 さくらジュニア

A 1 江口　大翔 大曽根クラブ

B2

佐藤　一輝 さくらジュニア 17

3 峯田　朔杜 中山卓球スポ少

E2

I 4 池田　和弥 雅　S　T　C

C2

工藤　真尋 大曽根クラブ 21

齋藤　　歩 天童ジュニア 20

6 鬼島　快生 ほなみ卓球クラブ

木村　　優

星　　咲也 O　N　E 18

ホープス男子シングルス　　※予選１・２位が決勝トーナメント

H 7 安達　皆大 O　N　E

H2

屋代スポ少 19 F

5 山田朔太朗 やくわクラブ

8 増川　暁斗 鳳凰卓翔会

9 甲州　雅宏 ピンポン俱楽部

屋代スポ少 

G2

E 10 川口　真人 さくらジュニア

11 高橋　龍矢 大曽根クラブ

15 加藤　柾輝 やくわクラブ

14 丹波　　椋 山形ジュニア

F2

D 13 高野駿勇也 長井ジュニア

12 瀧澤　蒼太

大風　侑雅 やくわクラブ 26

D2

A2

加納　蒼太 雅　S　T　C 27

I2

渋間　陽向 セントラル卓研 25 B

山形ジュニア 23

高野　月弦 長井ジュニア 24

古内　瑛大 大曽根クラブ 22 G

C

2 齋藤　愛心 雅　S　T　C 佐藤　優月 ほなみ卓球クラブ 12

A 1 鈴木なつめ 葉山ジュニア 武蔵　美月 鳳凰卓翔会

足立まどか セントラル卓研 15

B2

16
5 佐竹虹々葉 中山卓球スポ少

朝日ジュニア

長井ジュニア

長谷川心結 やくわクラブ 18

9 泉　　咲凪 I Z U M I

D 8 高橋　莉乃 屋代スポ少

佐藤　梨菜 屋代スポ少 20

加藤　俐穂 双葉クラブ 19

B

村山　真絵 中山卓球スポ少 17

E2

ホープス女子シングルス　　※予選１・２位が決勝トーナメント

11

眞木　透真

10 大木　茉優



渡部　　凜 長井北中 61 21

竹田　蒼佑 沖郷中 58 20

奥山　聖也 白水卓球 67 23

17 高橋　幸誠 天童三中

6 16 山北　裕聖 小国中

東海林光希 天童一中 64 22

4 10

北村　優弥 金井中 74

梅津　栄汰 長井南中 73 25

23 横山　　航 山形十中

8 22 赤塚　陽向 天童一中

2 柴崎　慧太 山形十中

3 佐藤　理大 天童一中

1 1 児玉　隼人 長井北中

10

26 秋浜　祐太 天童四中

9 25 池野　英幸 ピンポン俱楽部

20 井上　　蓮 山形三中

7

6 清井　暖人 米沢六中

3 7 大泉　来翔 金井中

2 4 髙橋　　新 松波卓球クラブ

5 大津　壮亮 長井南中

阿部　　類 朝日中

11 大泉　遼翔 山形九中

8 鈴木　汰空 チェリー寺津

9 小野佑紀斗 高畠中

14 土田　煌蓮 鳳凰卓翔会

15 我妻　煌聖 雅STC

12 松尾　涼太 赤湯中

5 13 日下部恵太 山形二中

24 黒田　優誠 米沢六中

27 久米　伊織 高畠中

18 遠藤　颯翔 山形九中

21 高橋　　昴 白鷹中

19 渋谷　温斗 米沢一中

30 佐藤　孝成 天童四中

11 31 武田　惇希 天童ジュニア

28 星　　英真 高畠中

29 渡部　結仁 長井北中

12 34 猪口　陽向 米沢六中

35 高橋　稀翔 天童一中

32 鈴木　謙悟 山形二中

33 五十嵐祐太 小国中

38 芳賀遥一郎 金井中

39 江口　陽太 山形十中

36 永井　　光 赤湯中

13 37 沼澤　勇人 長井北中

42 元木　　秀 赤湯中

15 43 稲村琉空斗 山辺中

14 40 遠藤　昂典 金井中

41 伊藤　椎音 山形九中

16 46 石山　　浬 長井南中

47 町田　藍央 山形十中

44 菊地　侑来 小国中

45 小嶋　惺我 朝日中

50 馬下　智貴 白鷹中

51 本間    旬 山形九中

48 金野　櫂里 高畠中

17 49 佐藤　慶太 天童一中

竹村　洸希 金井中 54

白田爽一郎 ピンポン俱楽部 55 19

安達　勇月 高畠中 52 18

山澤　圭太 山形九中 53

森田　悠吾 山形三中 59

齋藤心於生 小国中 60

森田　和真 山形十中 56

冨永　歩群 長井南中 57

長谷部倖大 赤湯中 65

樋口　継志 白鷹中 66

金谷　音哉 米沢六中 62

長谷川裕哉 赤湯中 63

加賀　祐吏 天童四中 71

安達　　優 山形十中 72

工藤　遥真 雅STC 68

髙橋　康介 白鷹中 69

須貝　欧右 叶水中 70 24

鈴木　悠真 赤湯中 77

本郷　雄星 山形九中 78

菅野　真央 天童一中 75

渡邉康太郎 セントラル卓研 76 26

船山　空楓 長井南中 81

柏倉　　宙 天童一中 82 28

佐藤　陽真 松波卓球クラブ 79 27

小林　悠眞 天童三中 80

平賀　大陽 高畠中 85 29

舩山　侑千 山形二中 86

山口　椋平 長井北中 83

菅野　　柊 雅STC 84

鈴木　渉真 朝日中 89

髙橋　璃樹 山形十中 90

岡村　東吾 小国中 87

川部　聡太 白鷹中 88 30

伊藤　　陸 高畠中 93

三宅　史琉 金井中 94 32

武田　将英 米沢六中 91 31

松井　　翔 天童四中 92

小関　陽大 赤湯中 99

古頭    哲 山形九中 97 33

相澤　　杜 山形三中 98

森谷　航己 天童ジュニア 95

曽根原　昊 小国中 96

a

a b

カデット男子シングルス　１



色摩　一希 米沢六中 153

102 本間　　漣 金井中

濱田　空良 長井北中 152 51

101 佐野　瑛音 長井南中

34 100 相田　磨育 高畠中

大竹　亮平 天童一中 155 52

104 平田　暖真 小国中

大泉　煌希 金井中 158 53

森岡琥太郎 山形九中 154

35 103 阿部秀之助 朝日中

原田　隼輔 赤湯中 157

36 107 国分　誠治

田中　暖人 山形三中 156

106 菅野　晴斗 赤湯中

平山　颯人 米沢一中 159

109 佐藤　星来 高畠中

108 塚原　拓哉 小国中

後藤　康介

金井中

37 110 髙梨　　旬 セントラル卓研

茅原　広大 山形十中 163

中川　　翔 長井南中 160

加藤　匠峰 小国中 162

112 森谷　海大 米沢六中

寒河江恋翔 雅STC 165

山辺中 161 54

111 大沼　凪海 チェリー寺津

佐竹　航征 朝日中 164 55

114 安倍　恭佑 ピンポン俱楽部

鈴木　遥琥 天童四中 167 56

38 113 鈴木　晴翔 長井北中

117 丹野莉晄翔 天童一中

手塚　直明 赤湯中 166

39 116 須藤　大輝 山形九中

志賀　　悟 金井中 169

横山　　奨 長井南中 168

115 武田　陽稀 山形三中

120 鈴木　秀空 山形十中

髙橋　一平 高畠中 173 58

40 119 那須　大樹 赤湯中

須藤　煌太 米沢六中 172

118 岩﨑　　晴 叶水中

本山　　想 山形九中 171

安孫子怜磨 山形十中 170 57

42 125 中村　　航 天童四中

紺野　准史 白鷹中 174

124 沼澤　束冴 山形二中

122 遠藤　頼努 天童ジュニア

土肥　直寛 天童一中 175

121 延澤　瑛大 天童一中

安藤　璃音 朝日中 180

123 金田　風真 白鷹中

安達　尚人 白水卓球 179 60

130 安藤　直希 朝日中

129 髙橋　龍斗 山形十中

43 128 田㟢　雄介 長井北中

41

竹田　春輝 高畠中 183

45 134 佐藤　陸翔 山形三中

波夛野敬梧 セントラル卓研 182 61

133 鈴木　悠輔 高畠中

132 髙橋佳維斗 米沢六中

44 131 齋藤　祐太 天童一中

139 佐野　光城 小国中

138 椎名　　慧 天童四中

大風　泰雅 山形九中 186

46 137 出町　洋太 ピンポン俱楽部

136 岸　航太郎 赤湯中

135 奥山　紘賢 宮内中

東海林樹良 天童三中 192

48 143 藤川　虎珀 山辺中

草苅　幹人 ピンポン俱楽部 191 64

142 菅野　暖真 長井北中

141 三澤　裕真 山形九中

47 140 國井　雅仁 山形十中

147 栗原　里琥 雅STC

佐藤　央望 松波卓球クラブ 195

49 146 小林　蒼紫 長井南中

今盛　雅斗 小国中 194 65

145 石澤　月斗 天童一中

144 小幡　拓未 小国中

平田　楓馬 米沢六中 185 62

151 後藤　凛生 赤湯中

150 小笠原正宗 白鷹中

松野　悠太 白鷹中 198

50 149 保科　　在 松波卓球クラブ

148 阿部ゆう輝 金井中

後藤　慧矢 雅STC 197 66

今田　准成 天童一中 187

遠藤　琉生 長井南中 190

大木　創太 白鷹中 181

遠藤　　錦 長井北中 184

山口　大翔 高畠中 189

堀　　　結 山形二中 188 63

127 大坂　理仁 山形九中

佐藤　文信 山形十中 199

松下　優和 山形九中 202

小林　橙和 長井北中 193

中村　　颯 天童一中 196

冨樫　義輝 赤湯中 201

近藤　健心 金井中 200 67

b

川上　白亜 小国中 178

カデット男子シングルス　２

青木　　遼 ５ｓｔａｒ 176 59

松田　大樹 天童四中 177

105 渡部　大輝 天童一中

126 小浦　拓朗 米沢六中



a

a b

39 島貫　亜美 赤湯中 中川　心晴 沖郷中 81

38 髙橋　莉那 白水卓球 武田　桃花 朝日中 80

13 37 加藤　実咲 やくわクラブ 齋藤　舞依 金井中 79 27

36 髙橋　愛莉 山形二中 木崎　礼菜 長井南中 78

26

35 阿部　茉紘 天童一中 渡會　　希 ＣＴＣ 77

12 34 齋藤　都羽 沖郷中 大沼　実花 白水卓球 76

33 土屋　実由 長井南中 平林　稀沙 赤湯中 75

32 清水　　愛 高畠中 佐藤　愛琉 白鷹中 74

11 31 菅江　真綾 山大附中 山口　真凛 山形二中 73 25

30 槌谷　　柚 白鷹中 畠山　　栞 金井中 72

24

29 熊谷　六花 山形九中 皆川　　櫻 赤湯中 71

10 28 鈴木　愛珠 宮内中 渡部　真桜 長井北中 70

27 菅原優姫乃 宮内中 山口みなみ 沖郷中 69

26 遠藤　心優 金井中 阿部　陽菜 朝日中 68

9 25 名和　美蘭 天童三中 木村　　結 大曽根クラブ 67 23

24 佐野　瑞希 長井北中 大竹　琴心 高畠中 66

渡邊　桃華 天童一中 64 22

23 菅原ひなせ ＣＴＣ

8 22 安藤　望恵 朝日中

山田　結月 長井南中 65

二馬　実祐 小国中 62

木幡　寧音 山形九中 63

鈴木えりも 宮内中 61 21

21 佐藤　杏南 金井中 三浦　羚沙 金井中 60

20 齋藤　　慧 朝日中 三瓶　美緒 沖郷中 59

7 19 鈴木　愛彩 高畠中 伊藤寿々花 小国中 58 20

18 佐藤　琴音 山形二中 鹿股　真優 宮内中 57

19

17 村山　栞菜 赤湯中 鈴木　優花 白鷹中 56

6 16 安達　結香 白鷹中 近藤　李菜 天童三中 55

15 横山ひより 小国中 山本まりあ 長井北中 54

14 大江　彩月 金井中 黒沼　優花 天童一中 53

5 13 鈴木　真央 西川卓球スポ少 山川　愛華 葉山ジュニア 52 18

12 木村　咲笑 白鷹中 佐藤　真汎 赤湯中 51

17

11 高橋　幸花 宮内中 武田　萌唯 天童四中 50

4 10 村岡　心海 天童四中 櫻井　奈々 ＣＴＣ 49

9 武田　夏奈 赤湯中 原田　莉桜 金井中 48

8 齋藤　萌亜 長井南中 遠藤　　葵 米沢六中 47

3 7 本田　桃葉 雅ＳＴＣ 亀井千有李 長井南中 46 16

6 伊藤　裕香 沖郷中 亀井　清那 長井北中 45

15

5 横山　蓮衣 米沢六中 佐藤　芽奈 高畠中 44

2 4 増本　奏子 山形九中 大場　陽南 山形二中 43

3 松田　奏音 沖郷中 髙橋　心菜 宮内中 42

2 鈴木　里緒 ＣＴＣ 阿部日茉吏 朝日中 41

カデット女子シングルス　１

1 1 川上　琉月 長井北中 堀部　未羽 橋本ＴＴＣ 40 14



156

166

b

山形九中 165

55

金井中 163

宮内中 162

54

沖郷中 160

山形二中 159

158

123 大宮　乙華 沖郷中 松田　遥華

萩野学園 164

122 山下　　麗 白水卓球 佐竹　仁咲

41 121 飯澤　茉央 長井北中 佐藤　琴美

赤湯中

120 鈴木　美咲 金井中 大場　絢未

米沢六中 161

119 衣袋　心遥 白鷹中 山口　璃子

40 118 鈴木　美尋 高畠中 大沼　萌依

伊藤　南海

117 吉崎　悠那 赤湯中 佐藤　亜美

朝日中

114 中村　莉緒 山形九中 伊藤　　歩

53

116 澁谷　美和 長井南中 山川　未羽

金井中 157

39 115 日下部楓花 米沢六中

52

113 丸子　綾香 宮内中 金子　綸栞 長井北中

38 112 岸　　華帆 朝日中 斉藤　美夢 白水卓球 155

111 安藤　風姫 沖郷中 児玉　梨愛 白鷹中 154

110 長岡　怜奈 ＣＴＣ 岩崎　未侑 天童四中 153

37 109 岡本　夢華 叶水中 茂木結衣子 山形三中 152 51

108 朝倉　琉衣 赤湯中 小又治世理 宮内中 151

50

107 澤　　藍花 天童四中 塩川　聖奈 長井南中 150

36 106 横倉菜々子 山形二中 横山　花音 雅ＳＴＣ 149

荒木　唯良 ＣＴＣ 147

105 金田　里奈 宮内中 髙橋　　倖 白鷹中 148

104 井上こころ 小国中

35 103 原田優衣香 金井中

朝倉　加奈 山形二中 145

安達　小雪 高畠中 146 49

48

102 髙梨　慈恵 長井南中 今井　咲桜 朝日中 144

101 沼田　彩果 山形九中 水野　愛優 天童一中 143

中澤　美悠 金井中 142
34 100 棚村　桜子 宮内中

99 山崎　芽唯 赤湯中 山口　佳穂 長井南中 141

47

98 志田　侑杏 天童一中 須藤　みゆ 天童四中 140

33 97 古沢かりん 西川卓球スポ少 大滝　真帆 沖郷中 139

96 齋藤　　花 金井中 大沼　心夏 赤湯中 138

95 青木　帆花 小国中 冨樫　菜摘 高畠中 137

32 94 齊藤　　舞 沖郷中 舟山　夏希 小国中 136 46

93 久保木愛結 天童四中 須藤　結衣 天童四中 135

45

92 青柳　美香 ＣＴＣ 菊地　咲良 白鷹中 134

31 91 樋口　湊実 白鷹中 近野萌々花 赤湯中 133

90 伊藤　彩姫 長井北中 沼澤　綺那 長井北中 132

89 菅野　天虹 高畠中 菅原ひなの 宮内中 131

30 88 小関　真依 大曽根クラブ 吉田　光莉 米沢六中 130 44

87 木村　風結 金井中 丹野まひろ 長井南中 129

43

86 鈴木　明莉 赤湯中 粕谷　若那 金井中 128

29 85 稲田　咲良 長井南中 菅原　芽依 天童三中 127

84 菅井　唯愛 朝日中 梅津　文歌 長井南中 126

83 佐藤　芽依 長井北中 阿部木乃香 白水卓球 125

カデット女子シングルス　２

28 82 渡辺　柚妃 葉山ジュニア 町田ももか セントラル卓研 124 42



48 結城　遼大 新庄東高校

16 46 清水　　陸 米沢工業

47 古頭　巧望 山形工業

44 柴﨑　崇徳 新庄東高校

45

廣瀬　泰斗 長井高校

41 佐藤　洸弥 九里学園

42

15 43 沼澤　　諒 長井高校

39 後藤　柚希 九里学園

14 40 飯澤　悠河 山形工業

13 37 迎田　柊真 長井工業

38 須貝　京介 山形工業

35 大和田拓翔 米沢中央

36 色摩　和也 長井高校

81

33 那須野真宗 米沢興譲館

11 31 門野　清吾 山形工業

27 阿部日菜太 山形工業 木村　泰信 九里学園

27

26 長谷部　亮 長井高校 佐藤　優真 新庄東高校

9 25 川崎　光瑠 米沢工業 伊藤　充輝 やくわクラブ 80

24 土屋　奏人 高畠高校 原　森太朗 長井高校 79

23 西長伸之助 米沢興譲館 工藤　晶斗 山形工業 78

8 22 後藤　大輝 山形工業 遠藤　虹河 T-1卓球クラブ 77 26

21 松野　大嘉 長井高校 江口　　凛 山形工業 76

25

20 高橋　優斗 九里学園 小畑　聡洵 長井高校 75

7 19 鬼塚　悠斗 長井工業 軽部　雅稀 寒河江工業 74

18 久米　莉音 米沢中央 長谷部　凌 米沢工業 73

17 髙山　　瞬 山形工業 新野　瑛大 米沢興譲館 72

6 16 藤山　誠央 新庄東高校 嶋﨑　侑也 山形工業 71 24

15 髙橋　公平 米沢東高校 長谷部尋紀 米沢工業 70

23

14 池田　春樹 長井工業 石原　倫弥 米沢中央 69

5 13 色摩　琉成 米沢中央 清野　隼士 長井高校 68

12 大泉智嘉良 山形工業 笹原　龍飛 新庄東高校 67

11 柿崎　雄心 新庄東高校 白鳥　統将 九里学園 66

4 10 近藤　　聖 寒河江工業 渡部　悠喜 山形工業 65 22

9 阿部　夏稀 T-1卓球クラブ 竹田　佳侍 高畠高校 64

嵐田　悠頼 米沢工業 62 21

8 小川　真言 山形工業 63

堀　　和輝 山形工業 60

6 土屋　佑太 荒砥高校 上浦　英樹 米沢興譲館 61

58

2 4 君島　悠太 長井高校 菊地　　創 長井工業 59 20

髙山　広生 新庄東高校 56 19

82

米沢中央 89 30

57

安孫子壮騎 山形工業

𠮷田　智哉 長井高校

新庄東高校大類　　悠2810

1 1 大山　海璃 山形工業

2

3 小関　　勝 米沢興譲館

髙木　謙心 米沢工業

5 加藤　滉大 雅STC

3 7 行方　勇人 九里学園

米沢工業直江　勇哉30

仲村　颯隼 山形工業

寒河江工業長岡　龍成29

32 武田　羅生 T-1卓球クラブ

52

51 亀井　　聡 長井高校

12 34 長谷川彩人 やくわクラブ

ジュニア男子シングルス ※修正

17 49 平山　友基 米沢東高校

50 渡部　史恩 置賜農業

28

29

87

小鹿　悠斗 山形工業 88

佐藤　竪洋

18 53 丸子　健人 米沢興譲館

54 木村　　光 寒河江工業

55 柴田　　一 高畠高校

松澤　　蓮 山形工業 83

遠藤　健太 九里学園 84

髙橋　優尚 米沢興譲館 85

武田　翔斗 長井高校 86

佐藤　瞬哉 米沢工業

大石　一陽 山形工業 90

児玉　瑛太 長井高校 91

渡部　倭士 米沢東高校 92 31

佐原　空太 置賜農業 93

星川　龍太 新庄東高校 94

髙橋　遥斗 寒河江工業 95 32

斎藤　広夢 長井工業 96

嶋津　蓮飛 高畠高校 97

中澤　悠人 山形工業 98 33

後藤思澄真 新庄東高校 99

雅STC 103

繁村　　知 長井高校 100

佐藤　　翔 九里学園 101 34

戸津　諒磨 山形工業 109

浅野　泰芽 荒砥高校 106

佐原　羽春 米沢興譲館 107 36

渡邊 心温 山辺高校

鈴木　悠斗 米沢東高校

太田　文哉 高畠高校

伊藤　尚哉 山形工業

108

遠藤　碧人 米沢工業 104 35

105

逸見　友哉 山形工業 102

佐藤　綾人



佐藤　　釉 米沢興譲館

6 10 田畑　　湊 米沢興譲館

11 寒河江愛李 大曽根クラブ

大場　麻帆 新庄東高校

3 7 渡部　七海 新庄南高校

5 16 小林　未柑 高畠高校

17 鈴木　彩美 Ｙ．Ｃ

4 19 原田　夏姫 米沢中央

20 佐藤　妃那 置賜農業

星川　華音 大曽根クラブ 43 15

遠藤　美桜 長井高校 44

田中　夏姫 新庄東高校 40

高瀬　和奏 Ｙ．Ｃ 37 13

甲田彩香音 米沢興譲館 39

高梨　まどか 九里学園 38

31 11

村山　　颯 米沢中央 34 12

28 10

伊藤　美優 米沢工業 32

田中　陽菜 高畠高校 33

情野　雪音 置賜農業 30

４人リーグ　試合順：②－③(①)、①－④(②)、②－④(③)、①－③(②)、③－④(①)、①－②(④)

４ 森谷　未都 ( 高 畠 高 校 )

３ 齊藤ひまり ( O N E )

２ 遠藤　　彩 ( O N E )

１ 阿部　可琳 (山形卓球2nd)

4 勝ち点

（勝敗）
順位

阿部　可琳 遠藤　　彩 齊藤ひまり 森谷　未都

オープン女子シングルス

1 2 3

皆川　琴美 米沢東高校 4521 齋藤　愛加 新庄東高校

星　友里恵 九里学園 42

松野　きらら 荒砥高校 41

18 東海林奈々 米沢東高校

15 左右田沙彩 長井高校

飯村　愛羅 置賜農業

7 13 渡邊　駕乃 米沢中央

14 鈴木　らら 九里学園

3612 渡部　芽依 O　N　E

中川　里緒 O　N　E 35

関　　梨花 九里学園 29

9 相田　美羽 米沢興譲館

8 高橋　采音 米沢中央

6 高際　寿帆 米沢東高校 大木　菜生 米沢興譲館 27

9

5 横山　　祈 長井高校 渡邉　　結 米沢東高校 26

2 4 松本　千幸 九里学園 佐藤　りな T-1卓球クラブ 25

3 山平　茉宙 置賜農業 杉原　優香 九里学園 24

2 須貝　　凜 米沢興譲館 増田　瑠奈 長井高校 23

ジュニア女子シングルス ※修正

1 1 清水　希美 米沢二中 後藤　音衣 米沢中央 22 8



22 高野　伸康 山形卓球2nd

25 鹿野　碧岐 ACTIF

24 髙橋　昌也 米沢中央

M 23 庄司　　翼 余目クラブ

16 武田　　努 O　N　E

19 佐藤　温知 O　N　E

18 川崎　龍人 雅STC

E 17 橋本　壮史 TREXS

13 黒金　勇希 雅STC

R2

7 木皿　宏志 大曽根クラブ

10 舟越　晃彦 茂木クラブ

12 髙宮　翔平 ACTIF

62

4 山川　輝彦 山形卓球2nd

G2

61

31 鈴木　僚将 大曽根クラブ 山平　和弥 O　N　E

60

30 阿部　達也 TTミラン 五十嵐夏騎 米沢中央高校

59 B

D 29 菅原　大歩 TREXS 前田　翔吾 MNクラブ

F2
羽村　崇伸 TREXS

K2
H2

星　　達也 O　N　E 58

28 小林　将隆 茂木クラブ

27 土門　　奨 ＴＴミラン

I2

T 26 鈴木　　哲 米沢中央 菅野　裕人 米中央OB 57

松浦　優介 白水卓球 54

土井　優輝 TTミラン 56 R

菅原　陽平 山形卓球2nd 55

小野　知久 茂木クラブ 51

五十嵐惇一 つばさクラブ 53 O

21 山口　喜広 O　N　E

渡會　隼也 余目クラブ 50

庄司　昌史 大曽根クラブ 52

J

L 20 鈴木　翔太 ＴＴミラン

S2

N2

P2
C2

A2

佐々木亮介 ACTIF 48

Q2

青木　大輔 米沢中央高校 49

加藤　純一 橋本TTC 45

日塔　拓人 ひがしねクラブ 47 G

15 片見　拓翔 TREXS

伊藤　大地 ACTIF 44

清水　淳一 O　N　E 46

O2

M2

F

H 14 原　　幸成 ＴＴミラン

B2

T2

中尾　　進 ケミコン山形 42

D2

I 11 佐藤　伶哉 TEAM  NEXUS

佐々木一成 雅STC 43

中村　光也 大曽根クラブ 39

髙山　大和 新庄東高校 41 K

9 佐藤　祐輝 米中央ＯＢ

平賀　萌誠 TEAM  NEXUS 38 N

矢作　　徹 茂木クラブ 40

P 8 結城　杏介 ＴＴミラン

上野　史人 余目クラブ 37

石垣　雄伍 米沢中央 36

6 村山　　学 橋本TTC

西田風海太 O　N　E 35 S

Q 5 川崎　政弘 O　N　E

J2

L2

E2

3 齋藤　和樹 雅STC 戸田　昇平 O　N　E 34

2 松本　健太 O　N　E 寒河江勇太 大曽根クラブ 33

オープン男子シングルス　　※予選１・２位が決勝トーナメント

A 1 佐藤　将希 余目クラブ 遠藤　佳祐 TREXS 32 C



1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

）

Aリーグ ２位

Bリーグ １位

Gリーグ １位

Jリーグ １位

Hリーグ ２位

Eリーグ ２位

Bリーグ １位

（ ）

星友　里恵

オープン女子団体　　※予選１・２位が決勝トーナメント

Dリーグ １位 （ ）

Cリーグ ２位 （ ）

Ｊリーグ ２位 （

（

Cリーグ １位

Dリーグ ２位

Iリーグ ２位

Kリーグ １位

Aリーグ ２位

Fリーグ １位

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

）

）

（ ）

（

大木　菜生

ONE 遠藤　　彩 佐藤　妃那 中川　里緒 渡部　芽依 中川　春香

渡邊　駕乃

米沢興譲館高校 甲田彩香音

後藤　奈桜

九里学園高校 松本　千幸 関　　梨花 高梨まどか 鈴木　らら 杉原　優香

後藤　音衣 原田　夏姫 村山　　颯 高橋　采音

B

長井高校 遠藤　美桜 横山　　祈 増田　瑠奈 左右田沙彩

森谷　未都 斉藤ひまり

NEXT 髙木　侑珠 髙木　夏奈 潟湊　妃乃 五十嵐碧美

田畑　　湊 佐藤　　釉 須貝　　凜 相田　美羽

橋本　果子

Bリーグ ２位 （ ） （

オープン女子団体　決勝トーナメント

Aリーグ １位 （ ）

米沢東高校 渡邉　　結 高際　寿帆 東海林奈々 皆川　琴美
A

米沢中央高校

高畠高校 with OG 小林　未柑 田中　陽菜

）

Kリーグ ２位 （ ）

Ｂリーグ ２位 （ ）

Ｅリーグ １位 （ ）

Ｈリーグ １位 （ ）

Ｉリーグ １位 （ ）

Gリーグ ２位 （ ）

Ｆリーグ ２位 （ ）

オープン男子団体　決勝トーナメント

Aリーグ １位 （ ） （ ）

（ ）

（ ）

佐原　羽春 丸子　健人 西長　伸之助 上浦　英樹

鬼塚　悠斗

K
あんときの米工 渋谷　淳一 五十嵐惇一 五十嵐浩彰 遠藤　貢輔

米沢興譲館高校A

長井工業高校 池田　春樹 菊地　　創 佐藤龍之介 斎藤　広夢 迎田　柊真

村山　　学 加藤　純一 土田嘉哉斗 青木　大輔J

山形工業高校 大山　海璃 飯澤　悠河 嶋﨑　侑也 松澤　　蓮 渡部　悠喜 工藤　晶斗

橋本TTC

新庄東高校B 柴﨑　崇徳 佐藤　優真 星川　龍太 結城　遼大 笹原　龍飛

菅　　伸広 加藤　達也 四釜　　良 梅村　昇平 牛沢　翔太I

ONE-A 山平　和弥 佐藤　温知 松本　健太 西田風海太 菅野　麻於

NMT

米沢興譲館B 那須野真宗 小関　　勝 髙橋　優尚 新野　瑛大

小野　知久 舟越　晃彦 矢作　　徹 小林　将隆H

米沢中央高校A 鈴木　　哲 石垣　雄伍 五十嵐夏騎 髙橋　昌也 橋本　匡史

茂木クラブ

高畠高校 太田　文哉 竹田　佳侍 柴田　　一 嶋津　蓮飛 土屋　奏人

中村　光也 木皿　宏志 寒河江勇太 鈴木　僚将 庄司　昌史G

新庄東高校A 髙山　広生 大類　　悠 藤山　誠央 後藤思澄真 柿崎　雄心

大曾根クラブ

NEXT 木村　英明 永井　亮羽 高橋　兼斗 大浦明日生

佐藤　　翔 行方　勇人 佐藤　洸弥 白鳥　統将 井上　拓郎F

TTミラン 阿部　達也 土井　優輝 原　　幸成 結城　杏介 後藤　佑太 土井　義耀

九里学園高校A

米沢東高校 平山　友基 渡部　倭士 鈴木　悠斗 髙橋　公平

中尾　　進 清水　淳一 川崎　政弘 星　　達也 井上　雅幾E

ACTIF 伊藤　大地 髙宮　翔平 佐々木亮介 鈴木　　航 鹿野　碧岐

ケミコンクラブ

ONE-B 戸田　昇平 武田　　努 前田　翔吾 山口　喜広 大河原剛史

𠮷田　智哉 君島　悠太 武田　翔斗 清野　隼士 亀井　　聡

色摩　和也

D

TEAM　NEXUS 玉虫　健一 左右田和馬 平賀　萌誠 佐藤　伶哉

長井高校A

長井高校B 沼澤　　諒 児玉　瑛太 小畑　聡洵 長谷部　亮 繁村　　知

齋藤　和樹 黒金　勇希 佐々木一成 川崎　龍人 加藤　滉大 佐藤　綾人C

余目クラブ 佐藤　将希 庄司　　翼 渡會　隼也 齋藤　　航 上野　史人

雅STC

九里学園高校B 遠藤　健太 高橋　優斗 木村　泰信 後藤　柚希

佐藤　祐輝 菅野　裕人 鈴木　翔太 土門　　奨B

OUTSIDER 藁科　宏樹 林　　一茂 遠藤　恭彰 三部　智也

米沢中央OB+１

米沢中央高校B 色摩　琉成 石原　倫弥 大和田拓翔 久米　莉音 佐藤　竪洋

川崎　光瑠 嵐田　悠頼 清水　　陸 遠藤　碧人 髙木　謙心

オープン男子団体　　※予選１・２位が決勝トーナメント

A

TREX 遠藤　佳祐 橋本　壮史 羽村　崇伸 菅原　大歩 片見　拓翔

米沢工業高校



開催回数 バンビカブ男子 バンビカブ女子 ホープス男子 ホープス女子 カデット男子 カデット女子 ジュニア男子 ジュニア女子 一般男子 一般女子 男子団体 女子団体
第１回 遊佐　充祐 高橋美貴江 藤田　俊介 今福　　愛 渡部　　明 藤田　由希 井上　　敦 木村　圭子 村上　　力 今井　瑞葉

（Ｓ６３年） （あづま卓球） (三浦卓球クラブ) (三浦卓球クラブ) (三浦卓球クラブ) (長井北中学校) (三浦卓球クラブ) (長井工業高校) (米沢興譲館) (桔梗苦羅舞) (米沢女子高校)

第２回 木村　陽平 高橋美貴江 高橋　和之 今福　　愛 斎藤　隆二 藤田　由希 青木　和弘 深谷　純子 橋本　光司 大谷部　香

（Ｈ１年） (上山卓球クラブ) (三浦卓球クラブ) (糠野目小学校) (三浦卓球クラブ) (長井北中学校) (三浦卓球クラブ) (長井北中学校) (安積女子高校) (卓毘会) (ハイマン)

第３回 渡辺　隆司 藤田　小夜 遠藤　善範 今福　　愛 高橋　和之 藤田　由希 青木　和弘 山田　好美 長谷川隆志 玉木志代子

（Ｈ２年） (富久山クラブ) (三浦卓球クラブ) (豊田卓スポ少) (三浦卓球クラブ) (高畠第四中学校) (三浦卓球クラブ) (長井工業高校) (城北女子高校) (富久山卓球) (富久山卓球)

第４回 青木　大輔 藤田　小夜 田勢　邦史 平　　美子 高橋　和之 今野　仁美 管　　寛美 塩見亜矢子 津田　常徳 川崎　里美

（Ｈ３年） (長井南スポ少) (三浦卓球クラブ) (長井南スポ少) (三浦卓球クラブ) (高畠第四中学校) (西川西中学校) (長井工業高校) (仙台育英高校) (東北電力) (米沢女子高校)

第５回 横澤　智樹 長谷川美紀 遠藤　知樹 藤田　小夜 孫田　一文 高橋美貴江 斎藤　隆二 井上　真樹 青木　和弘 寒河江直子

（Ｈ４年） (長井南スポ少) (飯豊クラブ) (松田道場) (三浦卓球クラブ) (TTOC) (三浦卓球クラブ) (長井工業高校) (山形学院高校) (長井工業高校) (山形女子短大)

第６回 渡辺　芳博 五十川芙美 横澤　智樹 荒井　沙織 田勢　邦史 志田　百合 小河　泰之 木村美保子 加藤　明宏 川崎　里美

（Ｈ５年） (富久山クラブ) (富久山クラブ) (長井南スポ少) (富久山クラブ) (長井南スポ少) (西川西中学校) (須賀川高校) (米沢中央高校) (小森マシナリー) (日立米沢)

第７回 阿部　貴之 玉木　杏子 曽部　久光 阿部　　南 渡辺　隆司 玉木　尚子 松下　　巧 根本恵美子 谷崎　明彦 小倉　亜紀 桔梗苦羅舞A 郡山女子高校

（Ｈ６年） (桔梗苦羅舞) (富久山クラブ) (富久山クラブ) (七ヶ浜CTC) (富久山クラブ) (富久山クラブ) (東北学院高校) (郡山女子高校) (キングコング) (山形女子短大) （宮城県） （福島県）

第８回 阿部　隆行 岡崎　千春 宇津木祥憲 五十川芙美 田勢　邦史 阿部　　南 横田　尊春 大畑奈保子 三田村則明 今福　麻美 桔梗苦羅舞A レオクラブ

（Ｈ７年） (大江ジュニア)  (東北卓球C＆C) (飯豊クラブ) (富久山クラブ) (長井南中学校) (レオクラブ) (帝京安積高校) (レオクラブ) (桔梗苦羅舞) (富久山クラブ) （宮城県） （宮城県）

第９回 加藤　義則 石井　沙織 大和田直樹 今福　久美 横澤　智樹 藤田いずみ 渡辺　隆司 山木　静香 石橋　　勉 玉木　麻子 多賀城高校 河北中学校Ａ

（Ｈ８年） (黒崎ジュニア)  (三浦卓クラブ) (富久山クラブ) (三浦卓クラブ) (長井南スポ少) (レオクラブ) (帝京安積高校) (富久山クラブ) (石渡会) (富久山クラブ) （宮城県） （西村山地区）

第１０回 佐貝　幸希 阿部　奈々 伊藤　孝耶 岡崎　千春 宇津木祥憲 美野佐知子 孫田　一文 阿部　　南 冨樫　寿幸 加賀屋　純 多賀城高校 冨久山クラブ

（Ｈ９年） (東北卓球C＆C) (東北卓球C＆C) (南郷スポ少) (東北卓球C＆C) (飯豊中学校) (富久山クラブ) (長井工業高校) (向洋中学校) (酒田南高校) (酒田南高校) （宮城県） （福島県）

第１１回 高橋　直志 土井みなみ 齋藤　大樹 石井　沙織 大和田直樹 玉木　杏子 菅原　　尭 佐藤　友美 今福　　豊 箱崎　清香 冨久山クラブ 福島選抜

（Ｈ１０年） (長井ジュニア) (東北卓球C＆C) (古殿スポ少) (三浦卓クラブ) (富久山クラブ) (富久山クラブ) (東北学院高校) (郡山女大付属） (富久山クラブ) (福島選抜) （福島県） （福島県）

第１２回 高橋　直志 土井みなみ 佐貝　幸希 阿部　奈々 公平　貴広 鈴木小百合 佐藤　圭吾 齋藤　静佳 佐々木伸人 前田製管 川西第一中学校

（Ｈ１１年） (長井ジュニア) (東北卓球C＆C) (東北卓球C＆C) (東北卓球C＆C) (大江クラブJ) (勿来卓球クラブ) (東北学院高校) (古川女子高校) (前田製管) （岩手県） （置賜地区）

第１３回 鈴木　秀一 岡崎　　恵 山口　竜範 土井みなみ 武田　雄樹 阿部　奈々 大和田直紀 玉木　杏子 遠藤　徳孝 村上　富貴 帝京安積高校 冨久山クラブ

（Ｈ１２年） (長井南スポ少) (東北卓球C＆C) (飯豊クラブ) (東北卓球C＆C) (鳳凰卓翔会) (東北卓球C＆C) (帝京安積高校) (富久山クラブ) (桔梗苦羅舞) (桔梗苦羅舞) （福島県） （福島県）

第１４回 福泉　達也 井澤　愛理 猪股俊太郎 瀬野紗由美 四釜　　良 土井みなみ 柏原　裕治 渡辺　静香 遠藤　徳孝 村上　富貴 長井工業高校Ａ 桔梗苦羅舞

（Ｈ１３年） (東北卓球C＆C) (鳳凰卓翔会) (東北C＆C) (鳳凰卓翔会) (長井南中学校) (東北卓球C＆C) (帝京安積高校) (富久山クラブ) (桔梗苦羅舞) (桔梗苦羅舞) （置賜地区） （宮城県）

第１５回 高橋　一真 菅原　亜子 林　　一茂 鈴木　裕美 公平　治幸 酒井　春香 管野　優一 林　　葉子 稲葉　　徹 村上　富貴 長井工業高校Ａ 山形城北高校

（Ｈ１４年） (東北卓球C＆C) (富久山クラブ) (酒田卓球会館) (東北卓球C＆C) (大江クラブJ) (酒田卓球会館) (帝京安積高校) (山形城北高校) (長井工業高校) (桔梗苦羅舞) （置賜地区） （置賜地区）

第１６回 星　　智仁 飯村　友香 福泉　達也 引地　　史 鈴木　秀一 赤塚　絵美 管野　優一 松田　由香 佐々木　剛 鈴木小百合 胆沢クラブ 天童ジュニア

（Ｈ１５年） (東北卓球C＆C) (勿来卓球クラブ) (東北卓球C＆C) （塩釜ジュニア） (長井南スポ少) （天童ジュニア） (帝京安積高校) (鳳凰卓翔会) （魚菜倶楽部） (勿来卓球クラブ) （岩手県） （山形地区）

第１７回 原田　智史 熊田須実江 青木　翔平 安藤　由香 鈴木　秀一 赤塚　絵美 公平　治幸 高橋　理沙 大木　優輔 長井工業高校Ａ 長井南中学校Ａ

（Ｈ１６年） (長井ジュニア) (富久山クラブ) (長井南スポ少) （本宮卓球クラブ） (長井南中学校) （天童ジュニア） （大江中学校） （酒田中央高校） （セントラル卓研） （置賜地区） （置賜地区）

第１８回 阿久津優太 滑川　明佳 左右田和馬 穂積　瑞穂 遠藤　恭彰 松岡　奈々 原　　直之 一般に 前田　友和 目黒さくら 帝京安積高校 酒田中央高校Ａ

（Ｈ１７年） (富久山クラブ) （本宮卓球クラブ） (長井ジュニア) （本宮卓球クラブ） (飯豊中学校) (富久山クラブ) (帝京安積高校) 繰上げ (石渡会） (長井南スポ少) （福島県） （酒田地区）

第１９回 町田謙二郎 滑川　明佳 原田　智史 熊田須実江 根本　一城 松岡　奈々 関本　　健 崔　　馨月 佐々木　剛 根本　詩穂 九里学園高校 九里学園高校Ａ

（Ｈ１8年） （本宮卓球クラブ） （本宮卓球クラブ） (長井ジュニア) (富久山クラブ) (富久山クラブ) (富久山クラブ) (富久山クラブ) (九里学園高校) （山形工業教） (富久山クラブ) （米沢地区） （米沢地区）

種目改定 バンビカブ男子 バンビカブ女子 ホープス男子 ホープス女子 カデット男子 カデット女子 ジュニア男子 ジュニア女子 オープン男子 オープン女子 オープン男子団体 オープン女子団体 中学男子団体 中学女子団体

第２０回 秋野　哲平 小野寺純伶 遠藤　幹士 佐藤絵里佳 三部　航平 橋本芙美江 兼子　大地 オープン女子 柏山　　潤 遠藤　柊子 奥州クラブ 山形西高校Ａ 長井北中学校Ａ 山寺クラブ

（Ｈ１9年） （双葉卓球クラブ） （双葉卓球クラブ） （大江卓球Ｊｒ） （三浦卓球クラブ） （鳳凰卓翔会） （三浦卓球クラブ） （山形工業高校） に繰上げ （奥州クラブ） （山形西高校） （岩手県） （山形地区） （置賜地区） （山形地区）

第２１回 鶴田　厳冶 田巻　美帆 左右田颯斗 高橋　　麗 三部　航平 中野　綾奈 三部　智也 オープン女子 藁科　宏樹 三浦　琴瑛 九里学園高校Ｂ つばさクラブ 長井北中学校Ａ 長井南中学校Ａ

（Ｈ２０年） （東北卓球Ｃ＆Ｃ） （つばめジュニア） （長井ジュニア） （鳳凰卓翔会） （鳳凰卓翔会） （神町卓球クラブ） （鳳凰卓翔会） に繰上げ (九里学園高校) (本荘東中学校) （米沢地区） （置賜地区） （置賜地区） （置賜地区）

第２２回 伊藤　悠里 須田　歩実 菅原　大貴 鹿股まりな 髙橋　　毅 石山　美帆 左右田和馬 槙　　美咲 長谷川文康 小関　之絵 山形工業高校Ａ 山形商業高校Ａ 長井北中学校Ａ 長井北中学校Ａ

（Ｈ２１年） （双葉クラブ） （双葉クラブ） （双葉クラブ） （東北Ｃ＆Ｃ） （松山スポ少） （松山中学校） (九里学園高校) (山形商業高校) （鶴風クラブ） （つばさクラブ） （山形地区） （山形地区） （置賜地区） （置賜地区）

第２３回 佐藤　祐人 後藤　志帆 菅原　大歩 須田　歩実 佐藤　悠樹 石山　美帆 左右田颯斗 大場　綾香 三部　智也 遠藤　　舞 山形大学 酒田工業高校 長井北中学校 河北中学校

（Ｈ２２年） （城北スポ少） (飯豊クラブ） （双葉クラブ） （双葉クラブ） （中新田クラブ） （松山三本木スポ少） （長井北中学校） （山寺クラブ） （山形工業高校） （東北文教大学） （山形地区） （酒田地区） （置賜地区） （西村山地区）

第２４回 小野　寛英 小倉　七海 張本　智和 三浦　奈々 齋藤　真澄 長谷川真子 齋藤　紘太 佐藤　　唯 吉田　広平 千葉　志歩 つばさクラブＡ 酒田工業高校 双葉卓球クラブ 仙台ジュニア

（Ｈ２３年） （山寺クラブ） （遠藤倶楽部） （仙台ジュニア） （仙台ジュニア） （鶴岡第二中） （双葉卓球クラブ） （酒田工業高校） （仙台ジュニア） （双葉卓球クラブ） （米沢女子短大） （置賜地区） （酒田地区） （鶴岡地区） （宮城県）

第２５回 加藤　誠惟 渡部　真優 相澤　唯人 阿久根あかり 畠山　広夢 土田　果奈 岸　凛汰郎 後藤　瑞希 高橋　和宏 佐野　春佳 つばめジュニア 長井工業高校 松山三本木スポ少 酒田第二中学校

（Ｈ２４年） （飯豊卓球クラブ） （双葉卓球クラブ） （松山三本木スポ少） （双葉卓球クラブ） (双葉卓球クラブ） （高清水中学校） （双葉卓球クラブ） （長井工業高校） （山形大学） （ＳＴＣ） （新潟県） （置賜地区） （宮城県） （酒田地区）

第２６回 加藤　誠惟 伊藤みちる 鈴木　　颯 相澤　琴美 浅利　良維 橋本　果子 浅利　大晴 加藤　有莉 遠藤　幹士 井上華菜子 双葉卓球クラブ あやパンＪＡＰＡＮ 向洋中学校 仙台ジュニア

（Ｈ２５年） （飯豊卓球スポ少） (舟形クラブ） （鈴木卓球） （松山三本木スポ少） (仙台ジュニア） （米沢第四中学校） （仙台ジュニア） （仙台ジュニア） （山形工業高校） (新大クラブ) （鶴岡地区） （山形地区） （宮城県） （宮城県）

第２７回 金子　史彦 張本　美和 佐藤　樹 深谷　和花 岩永　宣久 小倉　七海 石澤　拓磨 オープン女子 佐藤　宏樹 川﨑　七海 帝京安積高校A セントラル卓研 松山三本木スポ少 松山三本木スポ少

（Ｈ２６年） （新大クラブ） （仙台ジュニア） （城北スポ少） （富久山クラブ） （富久山クラブ） （長井南中学校） （帝京安積高校） に繰上げ （山形大学） （聖和学園） （福島県） （米沢地区） （宮城県） （宮城県）

第２８回 杉野森雄輔 菅原　麻莉 菅沼翔太 青木　実々 池田　陽翔 小倉　七海 長沼龍之介 菊池　美咲 菊地　勇心 内藤　麻衣 ＫＩＴＴＣ 米沢中央高校 鶴岡第三中学校 松山三本木スポ少

（Ｈ２７年） （双葉卓球クラブ） （泉スポ少） （やくわクラブ） （やくわクラブ） （鶴岡第二中学校） （長井南中学校） （米沢第四中学校） （鶴岡工業高校） （大江クラブ） （内藤卓球クラブ） (山形県) （米沢地区） （鶴岡地区） （宮城県）

第２９回 榎本　恋侍 清水　希美 篠原　優斗 赤川　瑞姫 佐藤　匠海 伊藤凛々子 伊藤丈一郎 阿久根あかり 秋野　哲平 内藤麻衣 ＴＥＡＭ ＮＥＸＵＳ 新大クラブ 鶴岡第二中学校 富久山クラブ

（Ｈ２８年） （酒田川南スポ少） （セントラル卓研） （大島ＴＴＳ） （仙台ジュニア） （山形第四中学校） （三本木スポ少） （酒田第二中学校） （双葉卓球クラブ） （双葉卓球クラブ） （内藤卓球） （米沢地区） （新潟県） （鶴岡地区） （福島県）

第３０回 中田賢志郎 清水　希美 池田　皓翔 渡部　実優 窪　太司郎 菅沼　梨香 池田　陽翔 伊藤みちる 後藤　利弥 佐野　春佳 ＴＥＡＭ ＮＥＸＵＳ ＴＥＡＭ ＮＥＸＵＳ 富久山クラブ 富久山クラブ

（Ｈ２９年） （仙台ジュニア） （セントラル卓研） （TKttc） （双葉卓球クラブ） （双葉卓球クラブ） （やくわクラブ） （TKttc） （萩野クラブ） （ながとろクラブ） （N･S･T･C） （米沢地区） （米沢地区） （福島県） （福島県）

第３１回 植木　未来 木村　利渚 中田賢志郎 清水　希美 伊藤　　颯 菅沼　梨香 佐藤　祥太 伊藤穂南美 窪　太司郎 小山　絢子 ＫＵＮＯＲＩ ＯＢ 高畠高校Ｕ２４ 金井中学校Ａ 遠藤倶楽部

（Ｈ３０年） （やくわクラブ） （仙台ジュニア） （仙台ジュニア） （セントラル卓研） （松山三本木スポ少） （やくわクラブ） （やくわクラブ） （山形城北高校） （双葉卓球クラブ） （一関クラブ） （米沢地区） （置賜地区） （山形地区） （置賜地区）

第３２回 白幡　友元 中田　宇海 小野　晃暉 清水　希美 丸子　健人 青木　もも 菅原　光太 オープン女子 羽村　崇伸 武藤　菜要 Team Amuse つくしクラブ 川西中学校 川西中学校

（R元年） （双葉卓球クラブ） （仙台ジュニア） （鳳凰卓翔会） （セントラル卓研） （やくわクラブ） （長井南中学校） （双葉卓球クラブ） に繰上げ （長井北クラブ） （双葉卓球クラブ） （米沢地区） （置賜地区） （置賜地区） （置賜地区）

第３３回 志田　羚斗 後藤　咲良 植木　未来 坂野　夢叶 髙橋　昌也 清水　希美 鈴木　　哲 オープン女子 田澤　　諒 佐直みなみ

（R２年） (やくわクラブ) (やくわクラブ) (やくわクラブ) (やくわクラブ) (川西中学校) (米沢第二中学校) (長井北クラブ) に繰上げ (テイクアクションＴＣ) (河北クラブ)

第３４回 木村　　優 佐藤　梨菜 梅津　栄汰 齋藤　愛心 伊藤　充輝 加藤あいり 石垣　雄伍 渡邉　　結 羽村　崇伸 小倉　七海 ＴＲＥＸＳ ＯＮＥ 雅ｓｔａｒ やくわクラブ

（R３年） （屋代スポ少） （屋代スポ少） （長井ジュニア） （５ｓｔａｒ） （飯豊中学校） （米沢第七中学校） （米沢中央高校） （米沢東高校） （ＴＲＥＸＳ） （やくわクラブ） （山形地区） （置賜地区） （米沢地区） （置賜地区）
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