
第１位 (酒田東高教員) (酒田東高)

第２位 (酒田光陵高) (酒田光陵高)

第３位 (酒田東高) (酒田東高)

第３位 (酒田光陵高) (酒田光陵高)

第１位 (酒田光陵高) (酒田光陵高)

第２位 (マエチトクラブ) (マエチトクラブ)

第３位 (マエチトクラブ) (マエチトクラブ)

第３位 (酒田一中) (酒田一中)

第１位 (飛翔クラブ) (飛翔クラブ)

第２位 (酒田二中) (酒田二中)

第３位 (酒田東高) (酒田東高)

第３位 (酒田光陵高) (酒田光陵高)

第１位 (東北学院大) (酒田東高)

第２位 (酒田東高) (酒田西高)

第３位 (酒田光陵高) (酒田二中)

第３位 (酒田光陵高) (酒田東高)齋藤　飛鳥 佐々木　美南

土井　涼平 白旗　彩

菅原　千拓 菊池　美咲

齋藤　歩 佐々木　美南

五井　千尋 五十嵐　彩夏

男子シングルス 女子シングルス

亀井　雅人 齋藤　歩

阿部　真樹 阿部　健太

女子ダブルス

渡邊　奈津実 田中　遙奈

菊池　美咲 齋藤　理子

男子ダブルス

齋藤　飛鳥 菅原　千拓

高橋　優也 土井　孝洋

高橋　悟 冨樫　寿幸

佐々木　剛 齋藤　歩

菅原　千拓 佐藤　佳菜

土井　涼平 佐々木　美南

齋藤　飛鳥 阿部　椰生

平成２５年度　山形県卓球選手権大会酒田地区予選会（一般の部）結果

国体記念体育館　平成２５年８月１１日（日）

混合ダブルス



菅原　千拓 (酒田光陵高) 佐藤　貴洋 (タクエークラブ)

佐藤　佳菜 (酒田光陵高) 1-1 1-9 斎藤野乃花 (酒田光陵高)

池田　峻 (酒田東高)

2-1 2-5 森谷　渚央 (酒田東高)

五井　尋貴 (酒田西高) 榊原　一心 (酒田西高)

生石　美夏 (酒田西高) 1-2 1-10 梅木　梨穂 (酒田西高)

高橋　悠太 (酒田一中) 小松　秀斗 (酒田光陵高)

齋藤　彩美 (酒田三中) 3-1 3-3 鈴木　祥子 (酒田光陵高)

阿部　健太 (酒田一中) 結城　杏介 (酒田一中)

佐藤　有未 (酒田一中) 1-3 1-11 菊池　美咲 (酒田二中)

斎藤　大珠 (酒田光陵高) 佐藤　悠樹 (酒田光陵高)

齋藤　優里 (酒田光陵高) 2-2 2-6 庄司　綾菜 (酒田光陵高)

田中　大和 (酒田東高) 佐藤　海斗 (酒田光陵高)

菅原　由衣 (酒田東高) 1-4 1-12 佐藤絵里佳 (酒田光陵高)

菊池宏太郎 (酒田東高) 土井　涼平 (酒田東高)

佐藤　愛里 (酒田光陵高) 4-1 4-2 佐々木美南 (酒田東高)

齋藤　飛鳥 (酒田光陵高)
5-1

髙橋　航太 (酒田光陵高)

阿部　椰生 (酒田光陵高) 1-5 1-13 庄司　かな (酒田光陵高)

高橋　知也 (酒田光陵高) 高橋　涼 (酒田一中)

田中　遙奈 (飛翔クラブ) 2-3 2-7 後藤　実友 (酒田三中)

大井　郁哉 (酒田光陵高) 阿部　真樹 (酒田一中)

佐藤　花夏 (酒田光陵高) 1-6 1-14 伊藤　唯 (泉ｽﾎﾟ少)

池田　紘大 (酒田一中) 髙橋　優文 (酒田西高)

伊藤　真依 (酒田一中) 3-2 3-4 進藤　千愛 (酒田西高)

富樫　健人 (酒田光陵高) 佐藤　剛介 (マエチトクラブ)

五十嵐彩夏 (酒田光陵高) 1-7 1-15 蘆田　淳美 (酒田西高)

齋藤　秀 (チーム桜) 高橋　輝 (酒田光陵高)

佐藤　悠乃 (鳥海スポ少) 2-4 2-8 五井　千尋 (酒田光陵高)

阿部　公一 (酒田西高) 岡部　瑞穂 (酒田西高)

白旗　彩 (酒田西高) 1-8 1-16 齋藤　若葉 (酒田西高)

土井　勝 (マエチトクラブ) 佐々木　剛 (酒田東高教諭)

高橋　真生 (霞城学園) 齋藤　歩 (酒田東高)

平成25年度　山形県卓球選手権大会　　　酒田地区予選会
混合ダブルス（県大会出場枠４組＋県推薦２組）

【県推薦出場】林一茂 （立命館大）後藤祐加（金城大）、高橋瑞穂（タクエークラブ）菅原莉里子(酒田光陵高)

1 ｝ ｛ 17

19

2 ｂｙｅ ｝ ｛ 18

3 ｝ ｛

20

5 ｝ ｛ 21

4 ｝ ｛
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7 ｝ ｛ 23

6 ｝ ｛

24

9 ｝ ｛ 25

8 ｝ ｛

26

11 ｝ ｛ 27

10 ｝ ｛

28

13 ｝ ｛ 29

12 ｝ ｛
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15 ｝ ｛ 31

14 ｝ ｛

3216 ｝ ｛



齋藤　紘太 (東海大) 高橋　瑞穂 (タクエークラブ)

齋藤　拓弥 (個人) 1-1 1-9 佐藤　貴洋 (タクエークラブ)

池田　健人 (酒田東高)

2-1 2-5 加藤　利幸 (酒田東高)

守屋　赳利 (酒田東高) 阿部　公一 (酒田西高)

池田　峻 (酒田東高) 1-2 1-10 岡部　瑞穂 (酒田西高)

池田　紘大 (酒田一中) 小松　秀斗 (酒田光陵高)

清水　嶺 (鳥海八幡中) 3-1 3-3 大井　郁哉 (酒田光陵高)

齋藤　匠磨 (酒田光陵高) 佐藤　斉 (タクエークラブ)

冨樫　健人 (酒田光陵高) 1-3 1-11 菅原　一仁 (飛鳥中コーチ)

阿部　真樹 (酒田一中) 佐藤　義浩 (酒田リバーサル)

阿部　健太 (酒田一中) 2-2 2-6 小柳　良 (酒田リバーサル)

伊藤　康洋 (タクエークラブ) 栗原　優希 (酒田光陵高)

阿部　達也 (タクエークラブ) 1-4 1-12 後藤　達希 (酒田光陵高)

三浦　学 (マエチトクラブ) 高橋　悟 (マエチトクラブ)

阿部　雅光 (マエチトクラブ) 4-1 4-2 冨樫　寿幸 (マエチトクラブ)

菊池宏太郎 (酒田東高)
5-1

土井　勝 (マエチトクラブ)

土井　涼平 (酒田東高) 1-5 1-13 阿部　悠平 (マエチトクラブ)

高橋　悠太 (酒田一中) 齋藤　裕一 (タクエークラブ)

高橋　涼 (酒田一中) 2-3 2-7 渡部　和樹 (若浜ＯＢ)

遠藤　裕 (ROOTS) 田中　大和 (酒田東高)

小柴　聡志 (ROOTS) 1-6 1-14 清野　高雅 (酒田東高)

秋山　裕人 (酒田光陵高) 結城　杏介 (酒田一中)

斎藤　大珠 (酒田光陵高) 3-2 3-4 加藤　佑 (酒田一中)

高橋　輝 (酒田光陵高) 榊原　一心 (酒田西高)

佐藤　悠樹 (酒田光陵高) 1-7 1-15 菅原　大輔 (酒田西高)

髙橋　優文 (酒田西高) 高橋　知也 (酒田光陵高)

五井　尋貴 (酒田西高) 2-4 2-8 高橋　航太 (酒田光陵高)

佐藤　保雄 (タクエークラブ) 加藤　隆寛 (飛鳥中)

土田　繁雄 (タクエークラブ) 1-8 1-16 伊藤　俊輔 (飛鳥中)

高橋　優也 (マエチトクラブ) 齋藤　飛鳥 (酒田光陵高)

土井　孝洋 (マエチトクラブ) 菅原　千拓 (酒田光陵高)

平成25年度　山形県卓球選手権大会　　　酒田地区予選会
男子ダブルス（県大会出場枠１０組＋地区推薦１組）
【地区推薦出場】林一茂 （立命館大）町田進一郎 （立命館大）
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齋藤　歩 (酒田東高) 菊池　美咲 (酒田二中)

佐々木美南 (酒田東高) 2-1 2-5 齋藤　理子 (酒田二中)

伊藤　真依 (酒田一中) 加藤　奈那 (酒田三中)

佐藤　有未 (酒田一中) 1-1 1-5 白畑　智絵 (酒田三中)

鈴木　祥子 (酒田光陵高) 佐藤絵里佳 (酒田光陵高)

庄司　綾菜 (酒田光陵高) 3-1 3-3 佐藤　花夏 (酒田光陵高)

生石　美夏 (酒田西高) 松浦　汐里 (酒田三中)

高橋　明音 (酒田西高) 1-2 1-6 加藤　美玖 (酒田三中)

齋藤　若葉 (酒田西高)

2-2 2-6 禰津　沙耶 (酒田西高)

齋藤　彩美 (酒田三中) 伊藤ちなみ (酒田光陵高)

後藤　実友 (酒田三中) 4-1 4-2 佐藤　愛里 (酒田光陵高)

渡邊奈津実 (飛翔クラブ)
5-1

五井　千尋 (酒田光陵高)

田中　遙奈 (飛翔クラブ) 2-3 2-7 五十嵐彩夏 (酒田光陵高)

佐藤　悠乃 (鳥海スポ少) ｂｙｅ

伊藤　唯 (泉スポ少) 1-3 1-7

齋藤　優里 (酒田光陵高) 菅原　由衣 (酒田東高)

斎藤野乃花 (酒田光陵高) 3-2 3-4 森谷　渚央 (酒田東高)

後藤　理子 (酒田六中) 庄司　彩未 (酒田三中)

岡部　美穂 (酒田六中) 1-4 1-8 伊藤　来実 (酒田三中)

清野　仁葉 (酒田三中) 佐藤さくら (酒田六中)

小林　日南 (酒田三中) 2-4 2-8 小玉　優香 (酒田六中)

進藤　千愛 (酒田西高) 梅木　梨穂 (酒田西高)

蘆田　淳美 (酒田西高) 白旗　彩 (酒田西高)

｛

平成25年度　山形県卓球選手権大会　　　酒田地区予選会
女子ダブルス（県大会出場枠８組）
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2-1 2-9

1-1 1-10

3-1 3-5

1-2 1-11

2-2 2-10

1-3 4-3

4-1

2-11

2-3 1-12

1-4 3-6

3-2 1-13

1-5 2-12

2-4

5-1 5-2

6-1 2-13

2-5 1-14

1-6 3-7

3-3 1-15

1-7 2-14

2-6

4-4

4-2 1-16

2-7 2-15

1-8 1-17

3-4 3-8

1-9 1-18

2-8 2-16
24 齋藤　匠磨 (酒田光陵高) 阿部　真樹 (酒田一中)

22 池田　健人 (酒田東高) 岡部　瑞穂 (酒田西高)

20 髙橋　優文 (酒田西高) ｂｙｅ

18 後藤　達希 (酒田光陵高) 清水　嶺 (鳥海八幡中)

16 齋藤　裕一 (タクエークラブ) 菅原　大輔 (酒田西高)

14 土井　涼平 (酒田東高) 高橋　涼 (酒田一中)

12 小柴　聡志 (ROOTS) 菊池宏太郎 (酒田東高)

10 結城　杏介 (酒田一中) 阿部　健太 (酒田一中)

8 秋山　裕人 (酒田光陵高) 伊藤　康洋 (タクエークラブ)

6 阿部　公一 (酒田西高) 池田　紘大 (酒田一中)

4 清野　高雅 (酒田東高) 斎藤　大珠 (酒田光陵高)

菅原　千拓

2 富樫　拓巳 (酒田東高) 加藤　利幸 (酒田東高)

(飛鳥中)

平成25年度　山形県卓球選手権大会　　　酒田地区予選会
男子シングルス（県大会出場枠２４名＋県推薦１名）

【県推薦出場】林一茂 （立命館大）

1 齋藤　飛鳥 (酒田光陵高) (酒田光陵高)

3 渡部　知生 (酒田一中) 加藤　隆寛

5 栗原　優希 (酒田光陵高) 渡部　和樹 (若浜ＯＢ)

7 佐藤　翼 (鳥海八幡中) 五井　尋貴 (酒田西高)

9 池田　峻 (酒田東高)

11 高橋　輝 (酒田光陵高)

小松　秀斗 (酒田光陵高)

大井　和弥 (ROOTS)

13 佐藤　貴洋 (タクエークラブ) 阿部　達也 (タクエークラブ)

15 高橋　悠太 (酒田一中) 田中　大和 (酒田東高)

17 榊原　一心 (酒田西高)

19 遠藤　裕 (ROOTS)

富樫　健人 (酒田光陵高)

佐藤　悠樹 (酒田光陵高)

21 佐藤　海斗 (酒田光陵高) 守屋　赳利 (酒田東高)

23 加藤　佑 (酒田一中) 大井　郁哉 (酒田光陵高)

亀井　雅人 (東北学院大学)25 高橋　瑞穂 (タクエークラブ)



2-1 2-9

1-1 1-4

3-1 3-5

2-2 2-10

4-1

4-3

2-3 2-11

3-2

3-6

2-4 1-5

5-1 5-2 2-12

6-1

2-5

1-2 2-13

3-3

3-7

2-6 2-14

4-2

4-4

2-7 2-15

3-4 3-8

1-3 1-6

2-8 2-16

平成25年度　山形県卓球選手権大会　　　酒田地区予選会
女子シングルス（県大会出場枠１８名＋県推薦１名）

【県推薦出場】後藤祐加（金城大）

1 斎藤　歩 (酒田東高) 白旗　彩

伊藤　千里 (酒田二中)2 佐藤　有未 (酒田一中)

(酒田六中)

(酒田西高)

3 齋藤　若葉 (酒田西高) 岡部　美穂

4 佐藤　花夏 (酒田光陵高) 齋藤　優里 (酒田光陵高)

5 後藤　理子 (酒田六中) 菅原　由衣

小玉　優香 (酒田六中)6 佐藤さくら (酒田六中)

(酒田西高)

(酒田東高)

7 佐藤絵里佳 (酒田光陵高) 蘆田　淳美

8 進藤　千愛 (酒田西高) 岡部　史織 (酒田西高)

9 佐藤　美波 (タクエークラブ)

伊藤ちなみ (酒田光陵高)10 菊池　美咲 (酒田二中)

(酒田光陵高)

ｂｙｅ

11 佐藤さくら (酒田六中) 佐藤　愛里

12 禰津　沙耶 (酒田西高) 武田　優妃 (酒田六中)

13 斎藤野乃花 (酒田光陵高) 生石　美夏

齋藤　理子 (酒田二中)14 伊藤　唯 (泉ｽﾎﾟ少)

(酒田西高)

(酒田西高)

15 森谷　渚央 (酒田東高) 高橋　明音

16 五十嵐彩夏 (酒田光陵高) 五井　千尋 (酒田光陵高)

17 庄司　綾菜 (酒田光陵高) 佐藤　悠乃 (鳥海ｽﾎﾟ少)

18 阿彦　里歩 (酒田六中) 鈴木　祥子 (酒田光陵高)

19 梅木　梨穂 (酒田西高) 佐々木美南 (酒田東高)



―代表決定戦―

男子ダブルス

齋藤　紘太 (東海大)

齋藤　拓弥 (個人)

三浦　学 (マエチトクラブ)

阿部　雅光 (マエチトクラブ)

秋山　裕人 (酒田光陵高)

斎藤　大珠 (酒田光陵高)

高橋　輝 (酒田光陵高)

佐藤　悠樹 (酒田光陵高)

阿部　公一 (酒田西高)

岡部　瑞穂 (酒田西高)

佐藤　斉 (タクエークラブ)

菅原　一仁 (飛鳥中コーチ)

結城　杏介 (酒田一中)

加藤　佑 (酒田一中)

高橋　知也 (酒田光陵高)

高橋　航太 (酒田光陵高)

男子シングルス

女子シングルス

2-8敗者

2-7敗者

2-5敗者

2-6敗者

(酒田光陵高) 2-16敗者

(酒田東高) 2-15敗者2-7敗者 森谷　渚央

2-8敗者 庄司　綾菜

高橋　明音 (酒田西高)

佐藤　悠乃 (鳥海ｽﾎﾟ少)

武田　優妃 (酒田六中)

生石　美夏 (酒田西高)

2-5敗者 佐藤さくら (酒田六中) 2-13敗者

2-6敗者 斎藤野乃花 (酒田光陵高) 2-14敗者

(タクエークラブ) 2-12敗者

　　　　　 2-11敗者2-3敗者 　　　　　

2-4敗者 佐藤　美波

小玉　優香 (酒田六中)

岡部　史織 (酒田西高)

伊藤　千里 (酒田二中)

齋藤　優里 (酒田光陵高)

2-1敗者 佐藤　有未 (酒田一中) 2-9敗者

2-2敗者 後藤　理子 (酒田六中) 2-10敗者

(酒田一中) 2-16敗者

(酒田東高) 2-15敗者2-7敗者 池田　健人

2-8敗者 加藤　佑

守屋　赳利 (酒田東高)

阿部　真樹 (酒田一中)

阿部　達也 (タクエークラブ)

富樫　健人 (酒田光陵高)

2-5敗者 高橋　悠太 (酒田一中) 2-13敗者

2-6敗者 遠藤　裕 (ROOTS) 2-14敗者

(タクエークラブ) 2-12敗者

(酒田一中) 2-11敗者2-3敗者 結城　杏介

2-4敗者 佐藤　貴洋

五井　尋貴 (酒田西高)

阿部　健太 (酒田一中)

加藤　隆寛 (飛鳥中)

池田　紘大 (酒田一中)

2-1敗者 渡部　知生 (酒田一中) 2-9敗者

2-2敗者 清野　高雅 (酒田東高) 2-10敗者

2-3敗者

2-4敗者

2-1敗者

2-2敗者




