
山形県卓球選手権（ホカバの部）

２０２０年９月２６日（土）

山形県総合運動公園体育館

ホープス男子シングルス

52 田中　春吾 (城北スポ少) 菅原　大幹 (松原スポ少) 104

51 川口　恵太 (さくらジュニア) 渡辺　拓翔 (中山スポ少) 103

濱田　空良 (長井ジュニアスポ少) 101

50 川越　晴 (若浜スポ少) 河野　和正

49 伊藤　舞白 (GTT楯岡)

(金丸クラブ) 102

48 太田　珠於 (遊佐町スポ少) 髙橋　希晏 (若浜スポ少) 100

47 佐々木颯太 (余目スポ少) 前田　晴紀 (さくらジュニア) 99

遠藤　漣 (城北スポ少) 97

46 佐竹　陽向 (大江クラブジュニア) 佐藤　陽斗

45 青木　吉真 (長井ジュニアスポ少)

(神町クラブ) 98

44 東海林樹良 (山寺クラブ) 高橋　彪夏 (遊佐町スポ少) 96

43 奥山　湊 (亀ケ崎スポ少) 伊藤　駿 (大江クラブジュニア) 95

大川　慧 (泉スポ少) 93

42 齋藤　大晟 (峰栄スポ少) ｷ 石井　奏真

41 土田　煌蓮 (鳳凰卓翔会)

(黄金スポ少) 94

40 佐藤亮太朗 (十坂スポ少) 古頭　哲 (ピンポン俱楽部) 92

39 金子　博哉 (琢成スポ少) 小川　貴丈 (東根GITT) 91

上野　海陸 (西川クラブ) 89

38 鈴木　日陽 (鶴東スポ少) 長谷川航太

37 佐竹　尊行 (有川倶楽部)

(富士見スポ少) 90

36 保科　在 (ピンポン俱楽部) 佐藤　慶太 (Ｔ1クラブ) 88

35 水口　優孝 (暘光スポ少) 本間　劉 (暘光スポ少) 87

鈴木　啓太 (双葉クラブ) 85

34 逸見　慶太 (河北べに花スポ少) 後藤　巧成

33 早田　櫂 (やくわクラブ)

(やくわクラブ) 86

32 小鷹　陸駆 (金丸クラブ) 遠藤　頼努 (天童ジュニア) 84

31 藤井　悠希 (亀ケ崎スポ少) 石山　裕士 (尾花沢JSC) 83

佐藤　伶哉 (余目スポ少) 81

30 久米　伊織 (屋代スポ少) 奥山　翔太

29 渡辺　佳真 (中山スポ少)

(琢成スポ少) 82

28 後藤　大和 (鳥海八幡スポ少) 今野　匠真 (亀ケ崎スポ少) 80

27 深松　奏汰 (余目スポ少) 四ツ家　輝 (雅ＳＴＣ) 79

叶野　翔大 (峰栄スポ少) 77

26 白幡　友元 (双葉クラブ) 小林　大士

25 足立　晴哉 (セントラル卓研) ｷ
(大江クラブジュニア) 78

24 工藤　隼斗 (西川クラブ) 本間　悠飛 (琢成スポ少) 76

23 白幡　海二 (峰栄スポ少) 佐藤　天吾 (5star) 75

半澤　克紀 (GTT楯岡) 73

22 佐藤　翼 (宮野浦スポ少) 石澤　優真

21 森谷　航己 (天童ジュニア)

(中山スポ少) 74

20 鈴木　絆 (GTT楯岡) 佐藤　一輝 (宮野浦スポ少) 72

19 渡会　煌 (きらり川南スポーツクラブ) 阿部　由稀 (有川倶楽部) 71

佐藤　七海 (城北スポ少) 69

18 阿部　旭 (黄金スポ少) 佐々木和仁

17 梅津　栄汰 (長井ジュニアスポ少)

(チェリー寺津) 70

16 来生　凛紀 (琢成スポ少) 冨澤　統 (亀ケ崎スポ少) 68

15 髙橋　真翔 (余目スポ少) 五十嵐暖真 (暘光スポ少) 67

竹内　蓮大 (黄金スポ少) 65

14 相馬　悠希 (鳳凰卓翔会) 児玉　隼人

13 佐藤　陽真 (東沢クラブ)

(長井ジュニアスポ少) 66

12 芝田　翔 (城北スポ少) 齊藤　來希 (十坂スポ少) 64

11 工藤丈大朗 (東根GITT) 秋葉　宗英 (中山スポ少) 63

工藤　典越 (西川クラブ) 61

10 中村　航 (チェリー寺津) 五十嵐浩甫

9 水野　真楓 (亀ケ崎スポ少)

(櫛引スポ少) 62

8 五十嵐聖真 (暘光スポ少) 泉野目悠真 (セントラル卓研) 60

7 青柳秋太朗 (中山スポ少) 小野　陽向 (鳳凰卓翔会) 59

小関　琉斗 (東根GITT) 57

6 斉藤　温人 (松原スポ少) ｷ 渡部　龍真

5 菊地　旺輝 (大江クラブジュニア)

(若浜スポ少) 58

4 高田　慶人 (鶴東スポ少) 川原　璃久 (鶴東スポ少) 56

3 進藤　滉大 (泉スポ少) 渡部　尚晴 (余目スポ少) 55

松田　裕翔 (山寺クラブ) 53

2 平具蘭土 翔音 (神町クラブ) 菅原　怜生

1 植木　未来 (やくわクラブ)

(遊佐町スポ少) 54


