
山形県ホープス選手権

令和元年9月1日

村山市体育館

ホープス女子 (1)

42 池田結愛 （きらり川南クラブ） 塚形音葉 （十坂スポ少） 84

伊藤綾乃 （西川クラブ） 難波悠理 （城北スポ少） 82

41 川原瑠華 （鶴東スポ少） 川上梨逢 （朝日スポ少） 83

38 二戸部瑞希 （日新クラブ）
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後藤柚季 （５ｓｔａｒ） 80

39 太田祥乃 （山形ジュニア） 伊藤優羽 （余目スポ少） 81

40

37 金丸ひかり （黄金スポ少） 高瀬和奏 （チェリー寺津） 79

36 阿部愛佳 （八幡スポ少）

35 片桐真祐美 （セントラル卓研）

鈴木心菜 （遊佐町スポ少） 78

34 本間ひかる （富士見スポ少） 石山由望 （有川倶楽部） 76
優勝

五十嵐百花 （暘光スポ少） 77

33 後平美雨 （城北スポ少） 相蘇瑠奈 （八幡スポ少） 75

32 大場朱琳 （鳳凰卓翔会） 和田桃佳 （鳳凰卓翔会） 74

31 工藤結愛 （城北スポ少） 髙木侑珠 （屋代スポ少） 73

渡部紗雪 （三川スポ少） 71

30 野村史佳 （朝日スポ少）

29 齋藤綾奈 （若浜スポ少）

奥山陽加里 （きらり川南クラブ） 72

28 齊藤彩心 （葉山ジュニアスポ少） 長谷川　茉 （ピンポン倶楽部） 70

27 寒河江愛季 （大曽根クラブ） 須藤紅那 （河北べにばなスポ少） 69

26 後藤柚葉 （５ｓｔａｒ） 五十嵐愛彩 （尾花沢ＪＳＣ） 68

25 佐藤菜優花 （櫛引スポ少） 原田優衣香 （ほなみクラブ） 67

五十嵐愛良 （若浜スポ少） 65

24 楠瀬陽南 （泉学区スポ少） 長南詩乃

23 矢口樹菜 （ほなみクラブ）

（日新クラブ） 66

22 伊藤つばき （萩野学園クラブ） 鶴巻希拓 （双葉クラブ） 64

21 花輪芽依 （山寺クラブ） 浦山祐希菜 （山寺クラブ） 63

佐久間美紅 （櫛引スポ少） 61

20 佐藤　花 （南平田スポ少） 田宮里桜

19 鈴木なつめ （東根ＧＩＴＴ）

（萩野学園クラブ） 62

18 井上千鶴 （暘光スポ少） 寺西倖和 （ＧＴＴ楯岡） 60

17 後藤咲良 （やくわクラブ） 佐藤映海 （ひらたスポ少） 59

16 藤本彩夏 （若浜スポ少） 村田清羽 （大江クラブジュニア） 58

15 小野美麗 （日新クラブ） 阿部あすか （黄金スポ少） 57

髙橋美弥 （城北スポ少） 55

14 後藤那琉 （琢成スポ少） 阿部杏奈

13 今野志保 （西川クラブ）

（山形ジュニア） 56

12 土田結葉 （余目スポ少） 榎本佳純 （きらり川南クラブ） 54

11 金丸そら （黄金スポ少） 佐藤希々羽 （東根ＧＩＴＴ） 53

10 石澤紅玲羽 （双葉クラブ） 前田あかり （泉学区スポ少） 52

9 阿部智咲 （きらり川南クラブ） 青柳愛心 （暘光スポ少） 51

8 佐藤絢華 （峰栄スポ少） 長岡柚衣 （中山スポ少） 50

7 水野愛茉 （亀ヶ崎スポ少） 村山果音 （セントラル卓研） 49

佐藤叶萌 （琢成スポ少） 47

6 黒坂優菜 （河北べにばなスポ少）

5 角田ちゆ （城北スポ少）

渡邉紗也 （小国卓愛会） 48

4 森谷仁美 （神町クラブ） 菊池詩夢 （葉山ジュニアスポ少） 46

3 渡邉琴望 （中山スポ少） 斎藤汐乃 （若浜スポ少） 45

長谷部真奈 （余目スポ少） 43

2 島田瑠々伽 (鳥海スポ少） 鈴木真央

1 清水希美 (セントラル卓研）

（西川クラブ） 44



山形県ホープス選手権

令和元年9月1日

村山市体育館

ホープス女子 (2)

五十嵐愛乃 （きらり川南クラブ） 127

86 渡部あかり （余目スポ少） 菅江真綾

85 今野絹亜 （ピンポン倶楽部）

（山形ジュニア） 128

87 鈴木音々花 （朝日スポ少） 今野杏菜 （暘光スポ少） 129

88 佐藤優月 （琢成スポ少） 大泉陽路 （西川クラブ） 130

阿部心南 （峰栄スポ少） 131

90 加藤あいり （セントラル卓研） 杉原美咲

89 栗田楓華 （大蔵親睦会）

（葉山ジュニアスポ少） 132

91 原田采佳 （櫛引スポ少） 小森美羽 （日新クラブ） 133

92 齋藤美空 （亀ヶ崎スポ少） 本間凛々 （松原スポ少） 134

奥山真心乃 （双葉クラブ） 135

94 守屋美結 （若浜スポ少） 佐藤瑚夏

93 岸　夏希 （尾花沢ＪＳＣ）

（ひらたスポ少） 136

95 村田奏羽 （大江クラブジュニア） 星川華音 （大曽根クラブ） 137

96 竹内美桜 （黄金スポ少） 朝烏吏那 （鳳凰卓翔会） 138

近江樹英瑠 （若浜スポ少） 139

98 渡辺美優 （東根ＧＩＴＴ） 渡辺柚妃

97 島田乃々香 （鳥海スポ少）

（東根ＧＩＴＴ） 140

99 遠藤愛旺 （城北スポ少） 佐藤琴美 （萩野学園クラブ） 141

100 髙木夏奈 （屋代スポ少） 渡部結月 （櫛引スポ少） 142

阿部紗也 （遊佐町スポ少） 143

102 榎本愛純 （峰栄スポ少） 熊坂芽衣

101 庄司光莉 （萩野学園クラブ）

（セントラル卓研） 144

103 工藤帆波 （西川クラブ） 佐藤佳奈 （城北スポ少） 145

104 佐竹柚子葉 （中山スポ少） 今野桜桃華 （５ｓｔａｒ） 146

髙橋莉子 （山寺クラブ） 147

106 小野心暖 （鳳凰卓翔会） 須田みりあ

105 山木杏奈 （きらり川南クラブ）

（十坂スポ少） 148

107 加藤俐穂 （暘光スポ少） 原田美來 （飯豊クラブ） 149

108 佐藤結佳 （日新クラブ） 佐藤瑚夏 （城北スポ少） 150

安藤望恵 （朝日スポ少） 151

110 齋藤愛月 （河北べにばなスポ少） 石川　桜

109 髙橋知菜乃 （南平田スポ少）

（暘光スポ少） 152

111 齋藤舞衣 （ほなみクラブ） 佐藤香里那 （ほなみクラブ） 153

112 坂野夢叶 （５ｓｔａｒ） 齋藤志穏 （西川クラブ） 154

菅藤依愛 （神町クラブ） 155

114 矢作結苺 （福原卓翔会） 村上愛美香

113 伊藤夢架 （若浜スポ少）

（富士見スポ少） 156

115 髙橋芽依 （城北スポ少） 石川里瑚 （黄金スポ少） 157

116 工藤綺桜 （有川倶楽部） 田村咲葵 （きらり川南クラブ） 158

佐藤悠乃 （城北スポ少） 159

118 奥山莉央奈 （きらり川南クラブ） 奥山絢心

117 斎藤真奈 （三川スポ少）

（河北べにばなスポ少） 160

119 石塚真由 （城北スポ少） 鈴木このか （東根ＧＩＴＴ） 161

120 伊藤南海 （朝日スポ少） 齋藤成海 （若浜スポ少） 162

石垣　蘭 （ピンポン倶楽部） 163

122 早坂美光 （チェリー寺津） 矢口汐奈

121 高橋羚音 （八幡スポ少）

（日新クラブ） 164

123 菅澤七夏 （神町クラブ） 佐竹虹々葉 （中山スポ少） 165

124 小林茉白 （やくわクラブ） 加藤美咲 （５ｓｔａｒ） 166

（余目スポ少） 168

佐藤桃那 （琢成スポ少） 167

126 阿部杏香 （黄金スポ少） 加藤光咲

125 丸藤優香 （泉学区スポ少）


