
開催期日 大会名 種目 成績 選手名/チーム名 所属 備考
松本幸子 つくしクラブ
伊藤知佳 つくしクラブ（米沢）

5月13日 山形県クラブ卓球選手権大会 男子団体２部 ２位
ホープス男子シングルス 優勝 菅沼翔太 やくわクラブ 小学 ６年 全国大会へ

４位 児玉隼人 長井ジュニアスポ少 小学 ３年 全国大会へ
５位 植木未来 やくわクラブ 小学 ４年 全国大会へ

バンビ男子シングルス 優勝 木村眞大 やくわクラブ 小学 ２年 全国大会へ
バンビ女子シングルス ３位 熊坂芽衣 セントラル卓研 小学 ２年 全国大会へ

6月10日 山形県ホープス卓球大会 男子団体 ３位 北日本大会へ
優勝 左右田和馬 TEAM NEXUS 全国大会へ
３位 羽村崇伸 大曽根卓球クラブ 全国大会へ

左右田和馬 TEAM NEXUS
藁科宏樹 TEAM NEXUS（米沢）

男子サーティ ベスト８ 中尾　進 ケミコン山形
男子ローセブンティ 優勝 石山勘一 ＯＮＥ 全国大会へ

7月8日 国民体育大会山形県予選会 成年男子 ３位 羽村崇伸 大曽根卓球クラブ 東北大会へ
女子団体 ３位

２位 佐藤祥太 長井南中学校 中学 ３年 東北大会へ
ベスト１６ 土田嘉哉斗 飯豊中学校 中学 ３年

２位 青木実々 長井南中学校 中学 ３年 東北大会へ
ベスト８ 菅沼梨香 長井南中学校 中学 ２年
ベスト８ 児玉彩乃 長井北中学校 中学 ３年

ベスト１６ 長沼暖香 飯豊中学校 中学 ３年
ベスト１６ 高橋穂佳 長井南中学校 中学 １年

9月2日 山形県ホープス卓球選手権大会 男子シングルス ５位 前田誠希 やくわクラブ 小学 ６年
飯澤悠河 中学 １年
鈴木　哲 中学 １年
菅沼梨香 中学 ２年
高橋穂佳 中学 １年

3位 松本健太 高畠中学校 中学 ２年
ベスト１６ 渡部勇真 長井北中学校 中学 ２年

２位 菅沼梨香 長井南中学校 中学 ２年 全国大会へ
ベスト１６ 髙橋愛和 沖郷中学校 中学 ２年
全国推薦 菅沼翔太 やくわクラブ 小学 ６年 全国大会へ

４位 佐原羽春 やくわクラブ 中学 １年
８位 丸子健人 やくわクラブ 中学 １年

ベスト１６ 鈴木　哲 長井北中学校 中学 １年
４位 高橋穂佳 やくわクラブ 中学 １年
６位 情野笑歩 川西中学校 中学 １年

ベスト１６ 青木もも やくわクラブ 中学 １年
７位 菅沼翔太 やくわクラブ 小学 ６年
８位 佐藤祥太 やくわクラブ 中学 ３年
３位 青木実々 やくわクラブ 中学 ３年 全国大会へ

ベスト１６ 菅沼梨香 やくわクラブ 中学 ２年
ベスト１６ 髙橋穂佳 やくわクラブ 中学 １年
ベスト１６ 児玉彩乃 長井北中学校 中学 ３年

男子団体 ４位
優勝
２位

佐原羽春 長井南中学校 中学 １年
松本健太 高畠中学校 中学 ２年

優勝 髙橋穂佳 長井南中学校 中学 １年
２位 菅沼梨香 長井南中学校 中学 ２年
４位 後藤音衣 川西中学校 中学 ２年

青木もも 長井南中学校 中学 １年
情野笑歩 川西中学校 中学 ２年
佃　千里 飯豊中学校 中学 １年
青木実々 やくわクラブ 中学 ３年
伊藤みちる 萩野学園クラブ（新庄） 中学 ３年
左右田和馬 TEAM NEXUS
竹村京子 中京学院大学（県外）
羽村崇伸 大曽根卓球クラブ
児玉彩乃 長井北中学校 中学 ３年

男子シングルス １０位 羽村崇伸 大曽根卓球クラブ
１１位 青木実々 やくわクラブ 中学 ３年
１５位 菅沼梨香 やくわクラブ 中学 ３年

女子団体 ２位
男子シングルス ベスト８ 佐原羽春 長井南中学校 中学 １年

３位 菅沼梨香 長井南中学校 中学 ２年
後藤音衣 川西中学校 中学 ２年
髙橋穂佳 長井南中学校 中学 １年

２位 木村眞大 やくわクラブ 小学 ２年
３位 児玉隼人 長井ジュニアスポ少 小学 ３年

４年生以下男子シングルス ２位 植木未来 やくわクラブ 小学 ５年
6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 ６年
6年生以下女子シングルス 3位 髙橋采音 遠藤倶楽部 小学 ６年

左右田和馬 TEAM NEXUS
藁科宏樹 TEAM NEXUS（米沢）
羽村崇伸 大曽根卓球クラブ
石川祐貴 山形大学（米沢）
菅沼梨香 中学 ２年
髙橋穂佳 中学 １年

男子シングルス 優勝 羽村崇伸 大曽根卓球クラブ 全国大会へ
女子シングルス ８位 児玉彩乃 長井北中学校 中学 ３年
ジュニア男子シングルス ７位 佐藤祥太 やくわクラブ 中学 ３年
カデット男子シングルス 全国推薦 菅沼翔太 やくわクラブ 小学 ６年 全国大会へ

３位 髙橋穂佳 やくわクラブ 中学 １年
４位 菅沼梨香 やくわクラブ 中学 ２年
２位 五十嵐惇一 つばさクラブ 全国大会へ
３位 中尾　進 ケミコン山形

山形県卓球選手権大会　ジュニアの部
女子シングルス

優勝

7月1日 山形県社会人卓球選手権大会
男子ダブルス 優勝 全国大会へ

全国大会へ

12月16日 第12回東京選手権大会　山形県予選会

男子サーティ

4月30日 山形県レディース卓球大会 女子ダブルス　Ａ（６０～１０９歳）

男子シングルス

10月8日

12月2日 シベール杯山形県ホープス選抜卓球大会

３年生以下男子シングルス

11月17日 山形県中学校新人決勝大会

山形県中学校南ブロック大会

長井北中学校

男子シングルス ベスト８

女子シングルス

ベスト８

女子団体
長井南中学校
川西中学校

優勝 やくわクラブ

男子シングルス

9月17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 ３位

13歳以下男子シングルス

13歳以下女子シングルス

平成30年度　置賜地区卓球協会登録選手　県大会成績一覧
２０１９/２/３　現在

学年

7月1日 山形県卓球選手権大会（マスターズの部）

やくわクラブ

山形県中学校総合体育大会

つばさクラブ

カブ男子シングルス

長井北中学校

カデット女子ダブルス

10月20日

男子シングルス

7月21日
7月22日

山形県卓球選手権大会　一般の部10月21日

10月20日

女子シングルス

川西町立川西中学校

14歳以下男子シングルス

14歳以下女子シングルス

ベスト８

女子ダブルス ６位

混合ダブルス
４位

カデット女子シングルス

男子ダブルス
全国大会へ

女子ダブルス ４位 やくわクラブ

優勝

３位

5月19日
山形県卓球選手権大会

（ホープス・カブ・バンビの部）

全国大会へ

８位

女子シングルス

女子シングルス

長井南中学校


