
山形県卓球選手権（ジュニアの部）

２０２０年１０月３日（土）

山形県総合運動公園体育館

ジュニア女子シングルス (1)

33 木村　留菜 (東桜学館)

ＡＢ

64

32 土田　結葉 (余目中) 高橋　穂佳 (やくわクラブ) 65

(米沢東) 63

31 村山　歩夢 (山形城北) 長濱　美月 (酒田東)

清野　有貴 (上山明新館) 62

30 渡邉　結 (小国中) 後藤ありさ

29 清野　雅 (谷地)

28 羽賀　佑香 (中山中) 斉藤さやか (村山産業) 61

27 庄司　愛梨 (新庄北) 渋谷ひびき (創学館) 60

正野　葉菜 (萩野学園クラブ) 58

26 近藤　菜穂 (米沢中央) 石川　里湖

25 五十嵐愛乃 (きらり川南スポーツクラブ)

(黄金スポ少) 59

24 鶴巻麻結果 (山形学院) 今野　絹亜 (ピンポン倶楽部) 57

23 鎌田　晏夢 (鶴岡工業) 村田　泉月 (東桜学館) 56

本間　蘭 (鶴岡北) 54

22 後藤　柚葉 (5star) 髙山愛珠咲

21 開沼　真優 (山形北)

(米沢中央) 55

20 佐藤　　釉 (やくわクラブ) 山木　杏奈 (酒田四中) 53

19 池野瑠実奈 (山形西) 土屋　美羽 (山形学院) 52

朝烏　吏那 (鳳凰卓翔会) 50

18 塚形　凜花 (鶴岡東) 片桐真祐美

17 後藤　音衣 (川西中)

(セントラル卓研) 51

16 小椋　葵 (東桜学館) 加藤　光咲 (余目中) 49

15 佐藤　琴美 (萩野学園クラブ) 田中　紗羅 (新庄東) 48

式澤　光莉 (山形城北) 46

14 中條　結子 (山形城北) 矢作　結愛

13 阿彦　歩佳 (酒田東)

(東桜学館) 47

12 花輪　芽依 (山寺クラブ) 小林　未柑 (NEXT) 45

11 加藤あいり (セントラル卓研) 松木　恋音 (鶴岡東) 44

長沼　暖香 (山形学院) 42

10 佐藤　和奏 (余目中) 浦田日向子

9 山口結衣花 (寒河江)

(米沢興譲館) 43

8 橋本菜那美 (長井) 村山　颯 (セントラル卓研) 41

7 木皿　海月 (大曽根クラブ) 横尾　美里 (山辺) 40

奥山　愛莉 (寒河江) 38

6 佐藤　未悠 (酒田西) 三原　麗菜

5 阿部　花凜 (鶴岡南)

(高畠) 39

4 武田のぞみ (村山産業) 豊村ふう香 (庄内総合) 37

3 樋口　叶子 (やくわクラブ) 瀬野美咲姫 (山寺クラブ) 36

安田　華澄 (酒田東) 34

2 安達　椿 (長井北中) 岳　美咲

1 延沢　葵 (山形学院)

(北村山) 35



山形県卓球選手権（ジュニアの部）

２０２０年１０月３日（土）

山形県総合運動公園体育館

ジュニア女子シングルス (2)

清水　希美 (セントラル卓研) 131

ＣＤ

98 青木　もも (やくわクラブ)

129

97 石井　美沙 (村山産業) 須藤　理彩 (山形北) 130

(小国中) 128

96 浦山祐希菜 (山寺クラブ) 清野　琳緒 (鶴岡東)

佐藤　彩佳 (酒田東) 127

95 近藤　美羽 (河北中) 舟山　凪海

94 出沼　七海 (山形東)

93 齋藤　星夢 (庄内総合) 森　美咲 (村山産業) 126

92 鹿俣　陽凪 (米沢中央) 髙橋　莉子 (山寺クラブ) 125

青木　花鈴　 (谷地) 123

91 榎本　萌亜 (きらり川南スポーツクラブ) 尾形　瑠菜

90 齋藤　倖裟 (余目中)

(置賜農業) 124

89 細矢　海優 (東桜学館) 情野　笑歩 (川西中) 122

88 渡部　叶望 (山本学園) 高階　来未 (楯岡中) 121

加藤　杏奈 (余目中) 119

87 後藤　柚季 (5star) 鈴木　梨菜

86 菅井　愛未 (山形学院)

(チェリー寺津) 120

85 熊坂　芽衣 (セントラル卓研) 田畑　湊 (やくわクラブ) 118

84 渡會　実来 (鶴岡中央) 宮地　麗愛 (山形学院) 117

原　菜々夏 (酒田四中) 115

83 伊藤つばき (萩野学園クラブ) 伊藤　郁花

82 阿部　杏香 (鶴岡三中)

(新庄北) 116

81 上浦　奈々 (米沢興譲館) 佐藤　理枝 (山形学院) 114

80 門田　麗愛 (酒田東) 工藤　朱莉 (寒河江) 113

佐藤　智花 (尾花沢中) 111

79 金子　玲奈 (山形城北) 榎本　花暖

78 庄司　音保 (新庄北)

(鶴岡北) 112

77 齋藤　優奈 (長井) 原田　愛佳 (長井) 110

76 佐藤　光優 (上山明新館) 髙橋　舞衣 (酒田東) 109

榎本　花恋 (鶴岡工業) 107

75 大滝　涼夏 (鶴岡一中) 渡部　千尋

74 奥山知佳子 (東桜学館)

(上山明新館) 108

73 原田　望結 (長井北中) 齋藤　萌果 (山形城北) 106

72 梅津　百亜 (山形学院) 東海枝茉央 (長井北中) 105

芦野　陽南 (東桜学館) 103

71 塚形　音葉 (酒田四中) 齋藤　楓菜

70 佐藤　華 (鶴岡東)

(酒田光陵) 104

69 我妻　咲良 (米沢中央) 小野　美麗 (日新クラブ) 102

68 柴田　結香 (寒河江) 伊藤　遙夏 (余目中) 101

長谷部万紘 (米沢中央) 99

67 鈴木　愛純 (高畠) 豊岡　裟彩

66 花輪　日菜 (山寺クラブ)

(山形工業) 100


