
開催期日 大会名 種目 成績 選手名/チーム名 所属 備考
推薦 菅沼翔太 やくわクラブ 小学 ５年 全国大会へ
６位 佐原羽春 やくわクラブ 小学 ６年

5月7日 山形県クラブ卓球選手権大会 男子団体　２部 優勝
優勝 菅沼翔太 小学 ５年 全国大会へ
５位 佐原羽春 小学 ６年 全国大会へ

カブ男子シングルス ８位 植木未来 やくわクラブ 小学 ３年 全国大会へ
２位 児玉隼人 長井ジュニア卓球スポーツ少年団 小学 ２年 全国大会へ
５位 木村眞大 やくわクラブ 小学 １年 全国大会へ

男子団体 優勝 全国大会へ
女子団体 ４位
男子シングルス ベスト１６ 佐藤祥太 長井南中学校 中学 ２年

２位 青木実々 長井南中学校 中学 ２年 全国大会へ
ベスト８ 菅沼梨香 長井南中学校 中学 １年

ベスト１６ 児玉彩乃 長井北中学校 中学 ２年
佐藤祥太 中学 ２年
菅沼翔太 小学 ５年
青木実々 中学 ２年
菅沼梨香 中学 １年

３位 佐藤祥太 やくわクラブ 中学 ２年
ベスト１６ 土田嘉哉斗 やくわクラブ 中学 ２年

２位 青木実々 長井南中学校 中学 ２年 全国大会へ
２位 児玉彩乃 長井北中学校 中学 ２年

ベスト１６ 長沼暖香 やくわクラブ 中学 ２年
優勝 菅沼翔太 やくわクラブ 小学 ５年 全国大会へ

ベスト１６ 佐原羽春 やくわクラブ 小学 ６年
優勝 菅沼梨香 やくわクラブ 中学 １年 全国大会へ

ベスト１６ 青木もも やくわクラブ 小学 ６年
優勝 菅沼翔太 やくわクラブ 小学 ５年
２位 佐原羽春 やくわクラブ 小学 ６年

男子シングルス ベスト１６ 佐藤祥太 やくわクラブ 中学 ２年
３位 青木実々 やくわクラブ 中学 ２年 全国大会へ

ベスト１６ 菅沼梨香 やくわクラブ 中学 １年
女子団体 優勝

３位 佐藤祥太 長井南中学校 中学 ２年
土田嘉哉斗 飯豊中学校 中学 ２年
松本健太 高畠中学校 中学 １年

優勝 菅沼梨香 長井南中学校 中学 １年
３位 青木実々 長井南中学校 中学 ２年
４位 児玉彩乃 長井北中学校 中学 ２年

ベスト８ 長沼暖香 飯豊中 中学 ２年
３年生以下男子シングルス ３位 植木未来 やくわクラブ 小学 ３年
５年生以下男子シングルス 優勝 菅沼翔太 やくわクラブ 小学 ５年
６年生以下男子シングルス ２位 佐原羽春 やくわクラブ 小学 ６年

菅沼梨香 やくわクラブ 中学 １年
児玉彩乃 長井北中学校 中学 ２年
青木実々 やくわクラブ 中学 ２年

女子団体 ３位
男子シングルス ２位 佐藤祥太 長井南中学校 中学 ２年
女子シングルス ３位 菅沼梨香 長井南中学校 中学 ２年
カデット男子シングルス 推薦 菅沼翔太 やくわクラブ 小学 ５年 全国大会へ

優勝 菅沼梨香 やくわクラブ 中学 １年 全国大会へ
２位 青木実々 やくわクラブ 中学 ２年 全国大会へ

4月19日

つばさクラブ

山形県中学校総合体育大会7月21日

平成29年度　置賜地区卓球協会登録選手　県大会成績一覧
２０１８/１/３１　現在

学年

5月20日
山形県卓球選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

ホープス男子シングルス やくわクラブ

バンビ男子シングルス

全国大会へ

カデット女子ダブルス 優勝 やくわクラブ 全国大会へ

6月11日 山形県ホープス卓球大会
やくわクラブ
遠藤倶楽部

女子シングルス

9月18日 山形県卓球選手権大会　カデットの部

カデット男子ダブルス ２位 やくわクラブ

10月21日 山形県中学校南ブロック大会

長井北中学校

女子シングルス

9月24日 山形県ホープス卓球選手権大会 男子シングルス

10月9日 山形県卓球選手権大会　ジュニアの部
女子シングルス

10月28日 シベール杯

10月21日 山形県卓球選手権大会　一般の部 女子シングルス ベスト１６

11月18 日 山形県中学校新人決勝大会
長井北中学校

12月10日 東京選手権大会　山形県予選会
カデット女子シングルス

アジアホープス卓球交流大会山形県選手選考会 ホープス男子シングルス

男子シングルス
ベスト８

14歳以下男子シングルス

14歳以下女子シングルス

13歳以下男子シングルス

13歳以下女子シングルス


