
平成29年度全日本卓球選手権大会ジュニアの部県北地区1次予選会
平成29年7月9日

日立製作所日立体育館

緑　川　恵里那　2年
中郷中
椎　名　未　羽　3年 福　原　桜　妃　2年 木　村　優　花　2年
坂本中　　２勝０敗１位 中里中　　０勝２敗３位 十王中　　１勝１敗２位 2-1

鈴　木　花　梨　3年 大　門　　凛　　1年 唐　澤　月　寧　2年
豊浦中　　１勝１敗２位 中郷中　　０勝２敗３位 日高中　　２勝０敗１位 1-1 0 1

古　内　　颯　　3年 安　嶋　穂乃花　1年 富　塚　彩　喜　1年
泉丘中　　２勝０敗１位 高萩中　　１勝１敗２位 松岡中　　０勝２敗３位 3-1 0

関　根　　遥　　3年 芳　賀　こだま　3年 増　子　暖　菜　1年
松岡中　　２勝０敗１位 久慈中　　１勝１敗２位 中郷中　　０勝２敗３位 1-2

大　串　奈　海　3年 桜　井　利　琉　3年 佐　藤　秋　佳　2年 0

豊浦中　　２勝０敗１位 秋山中　　１勝１敗２位 日高中　　０勝２敗３位 2-2 2

三　國　姫　嘉　2年 志　賀　由　梨　2年 村　山　遥　奈　1年
駒王中　　２勝０敗１位 日高中　　１勝１敗２位 常北中　　０勝２敗３位 1-3 0 2

大　宮　和　紗　3年 浅　見　奈　沙　3年 坪　井　真　子　2年
日一附中　２勝０敗１位 台原中　　１勝１敗２位 松岡中　　０勝２敗３位
　柳　　有　紀　3年 大　山　　慧　　1年 花　岡　愛　華　2年 2

日高中　　２勝０敗１位 常北中　　０勝２敗３位 豊浦中　　１勝１敗２位 1-4

清水口　紗　織　2年 木　村　菜々美　1年 白　石　菜　緒　1年 0 2

多賀中　　２勝０敗１位 中郷中　　１勝１敗２位 日一附中　０勝２敗３位 2-3

進　藤　心　奈　1年 大久保　玲　香　2年 三　菅　結　花　2年 0

松岡中　　２勝０敗１位 十王中　　１勝１敗２位 日高中　　０勝２敗３位 1-5 1

日向寺　柚　芽　3年 住　谷　ポオラ　1年 宮　本　柚　希　1年
泉丘中　　２勝０敗１位 台原中　　０勝２敗３位 久慈中　　１勝１敗２位 3-2 1

薗　部　未久留　3年 大　枝　美　空　2年 増　田　優　希　1年
秋山中　　２勝０敗１位 大久保中　１勝１敗２位 中郷中　　　勝　敗　位 1-6

千　葉　桃　絵　3年 鈴　木　梨　希　3年 鈴　木　琴　未　1年 1 0

日高中　　２勝０敗１位 泉丘中　　１勝１敗２位 常北中　　０勝２敗３位 2-4

伊　藤　優　凪　3年 吉　成　花　凜　3年 羽　鳥　夏　花　1年
松岡中　　２勝０敗１位 豊浦中　　　勝　敗　位 久慈中　　１勝１敗２位 1-7 0

菊　地　麻　織　3年 福　地　涼　風　2年 柳　平　愛　生　2年
十王中　　２勝０敗１位 日高中　　１勝１敗２位 日一附中　０勝２敗３位 5-1

薗　部　美　咲　1年 松　田　ひかる　3年 　辻　　美紅奈　1年
泉丘中　　２勝０敗１位 松岡中　　１勝１敗２位 常北中　　０勝２敗３位 1-8

青名畑　　萌　　3年 江　守　彩　花　3年 小　川　　遥　　1年 0

十王中　　　勝　敗　位 台原中　　２勝０敗１位 日高中　　１勝１敗２位 2-5

村　松　美　憂　3年 赤　津　輝　咲　2年 今　橋　愛　華　1年
中郷中　　２勝０敗１位 豊浦中　　１勝１敗２位 高萩中　　０勝２敗３位 1-9 1 0

泉　山　佳瑞葉　3年 齋　藤　日向子　3年 石　井　　灯　　1年
日高中　　２勝０敗１位 日一附中　１勝１敗２位 坂本中　　０勝２敗３位 3-3

寺　門　舞　美　3年 佐　藤　遥　香　3年 與　澤　千　楓　1年 1

十王中　　２勝０敗１位 松岡中　　０勝２敗３位 久慈中　　１勝１敗２位 1-10

佐　多　亜優奈　3年 清　水　真　珠　3年 小　森　由　香　1年 1 0

日高中　　１勝１敗２位 日一附中　２勝０敗１位 中郷中　　０勝３敗３位 2-6 0

小　松　未　侑　2年 皆　川　碧　海　3年 岡　崎　綾　菜　1年
豊浦中　　１勝１敗２位 泉丘中　　２勝０敗１位 日高中　　０勝２敗３位 1-11 2

鈴　木　佑　李　3年 鈴　木　実　咲　1年 鈴　木　優　奈　1年
中郷中　　２勝０敗１位 大久保中　１勝１敗２位 常北中　　０勝２敗３位
田　所　央　楓　3年 山　根　清　楓　2年 青　山　乃ノ葉　1年
秋山中　　２勝０敗１位 日一附中　１勝１敗２位 中郷中　　０勝２敗３位 1-12

大　森　ひなの　1年 大　都　紗　希　2年 髙　﨑　桃　佳　1年 2

高萩中　　１勝１敗２位 日高中　　２勝０敗１位 豊浦中　　０勝２敗３位 2-7

佐々木　真　優　3年 鈴　木　華　希　3年 柴　田　彩　来　2年 0

十王中　　２勝０敗１位 泉丘中　　１勝１敗２位 日高中　　０勝２敗３位 1-13 1 1

梁　井　優　希　3年 𠮷　村　寧々花　1年 深　谷　愛　理　2年
豊浦中　　２勝０敗１位 久慈中　　１勝１敗２位 松岡中　　０勝２敗３位 3-4

遠　藤　詩　織　3年 大　山　友　李　2年 古　村　くるみ　1年
泉丘中　　２勝０敗１位 常北中　　１勝１敗２位 中郷中　　０勝２敗３位 1-14 1

菊　地　彩　花　3年 中　野　愛　由　2年 梁　井　智　尋　1年 0

坂本中　　２勝０敗１位 日高中　　１勝１敗２位 豊浦中　　０勝２敗３位 2-8

鈴　木　真菜美　2年 井　上　瑞　望　2年 　森　　奏　恵　1年
中里中　　１勝１敗２位 日高中　　２勝０敗１位 松岡中　　０勝２敗３位 1-15 0

嶋　﨑　　舞　　3年 金　子　花　恋　2年 　郡　　玲　奈　2年
台原中　　２勝０敗１位 久慈中　　１勝１敗２位 日一附中　　勝　敗　位

嶋　﨑　　舞　　3年

台原中

鈴　木　碧　衣　1年 2

泉丘中

女子Ｓ予選リーグ　→　決勝トーナメント(1)　推薦：出澤杏佳(泉丘中)
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日立製作所日立体育館

鈴　木　ひかる　3年
台原中
蛭　田　夏　純　2年 石　井　み　ゆ　2年 関　根　万璃子　2年
中郷中　　２勝０敗１位 坂本中　　１勝１敗２位 豊浦中　　０勝２敗３位 2-9

下山田　彩　乃　3年 菊　池　来　未　2年 服　部　心藍野　2年
秋山中　　１勝１敗２位 日高中　　０勝２敗３位 日一附中　２勝０敗１位 1-16 1

皆　川　　愛　　3年 大　江　桃　香　2年 鈴　木　琴　花　3年 1

松岡中　　２勝０敗１位 常北中　　０勝２敗３位 泉丘中　　１勝１敗２位 3-5 1

照　沼　夏　帆　2年 石　橋　佳　子　2年 小田部　栞　奈　1年 0

泉丘中　　２勝０敗１位 日高中　　０勝２敗３位 豊浦中　　１勝１敗２位 1-17

本　間　千佳子　2年 手　塚　来　未　2年 堀　田　　葵　　1年 1 0

駒王中　　２勝０敗１位 常北中　　１勝１敗２位 松岡中　　０勝２敗３位 2-10 2

藤　田　郁　実　3年 渡　邉　萌々夏　3年 松　本　涼　花　2年
久慈中　　２勝０敗１位 松岡中　　１勝１敗２位 日高中　　０勝２敗３位 1-18 1

鈴　木　ひかり　2年 大　平　彩　乃　1年 馬　場　亜衣美　1年
十王中　　２勝０敗１位 中郷中　　０勝２敗３位 高萩中　　１勝１敗２位
小　室　菜　摘　3年 鈴　木　　望　　2年 岡　崎　優理愛　1年
久慈中　　２勝０敗１位 十王中　　１勝１敗２位 坂本中　　０勝２敗３位 1-19

小　貫　奈都美　3年 伊　藤　緋　捺　3年 森　田　　樹　　2年 0 0

日高中　　０勝２敗３位 台原中　　２勝０敗１位 泉丘中　　１勝１敗２位 2-11

番　内　美　咲　3年 伊　藤　雅　姫　1年 立子山　静　奈　1年 0

日高中　　　勝　敗　位 中郷中　　２勝０敗１位 松岡中　　１勝１敗２位 1-20 0

西　海　　葵　　3年 和　田　幸　奈　2年 川野邊　帆　栞　2年
日一附中　２勝０敗１位 豊浦中　　１勝１敗２位 中里中　　０勝２敗３位 3-6

角　井　彩　乃　3年 関　根　綾　香　2年 野　末　あかり　1年
中郷中　　２勝０敗１位 常北中　　１勝１敗２位 日一附中　０勝２敗３位 1-21

牧　子　菜　奈　3年 富　川　菜　花　2年 岡　﨑　理央奈　2年 1 0

久慈中　　２勝０敗１位 日高中　　１勝１敗２位 多賀中　　　勝　敗　位 2-12

白　戸　実　夏　3年 坂　本　結希乃　3年 吉　田　さ　ら　1年
中郷中　　２勝０敗１位 松岡中　　１勝１敗２位 日高中　　０勝２敗３位 1-22 0

鈴　木　碧　衣　1年 黒　沢　聖　華　1年 根　本　麗　奈　2年
泉丘中　　２勝０敗１位 高萩中　　１勝１敗２位 豊浦中　　０勝２敗３位 5-2

吉　田　花　音　1年 友　部　里　香　2年 和　田　莉　夏　2年
中郷中　　２勝０敗１位 豊浦中　　１勝１敗２位 泉丘中　　０勝２敗３位 1-23

深　澤　桃　花　3年 久保田　莉　奈　2年 松　本　真　歩　1年 0

久慈中　　２勝０敗１位 日高中　　１勝１敗２位 松岡中　　０勝２敗３位 2-13

石　田　那　琉　2年 松　崎　　遥　　2年 田　中　斐奈子　1年 0

十王中　　２勝０敗１位 日高中　　１勝１敗２位 中郷中　　０勝２敗３位 1-24 0

小　泉　陽花流　3年 佐　藤　海　羽　1年 川　本　琴　美　2年 2

台原中　　２勝０敗１位 常北中　　１勝１敗２位 日一附中　　勝　敗　位 3-7

石　川　彩　音　3年 今　川　綾　菜　1年 安　島　舞　柚　1年 1

日高中　　２勝０敗１位 高萩中　　１勝１敗２位 松岡中　　０勝２敗３位 1-25

藤　田　みみん　2年 井　坂　瑛　里　2年 飯　塚　実　久　1年 0 1

助川中　　１勝１敗２位 坂本中　　２勝０敗１位 中郷中　　０勝２敗３位 2-14

土　田　七　海　2年 関　根　莉　菜　2年 村　山　陽　菜　1年
中里中　　１勝１敗２位 豊浦中　　２勝０敗１位 日高中　　０勝２敗３位 1-26 0

廣　川　真　衣　3年 富　松　なごみ　2年 藤　田　奈　穂　2年
泉丘中　　２勝０敗１位 日一附中　１勝１敗２位 秋山中　　０勝２敗３位 1

関　田　菜　奈　3年 須　田　蒼　衣　1年 菊　池　咲　良　2年
泉丘中　　２勝０敗１位 中郷中　　１勝１敗２位 日一附中　　勝　敗　位 1-27

小　松　夕　真　2年 海老原　舞　衣　2年 輕　部　眞　城　1年 1

豊浦中　　２勝０敗１位 日高中　　１勝１敗２位 台原中　　０勝２敗３位 2-15

花　崎　真　子　3年 和　田　真　佳　2年 小　松　日　向　1年
日高中　　２勝０敗１位 十王中　　１勝１敗２位 常北中　　０勝２敗３位 1-28 0 1

狐　塚　　唯　　3年 矢　代　理　奈　3年 栗　田　理　夢　2年
秋山中　　２勝０敗１位 松岡中　　１勝１敗２位 多賀中　　０勝２敗３位 3-8

橋　本　みなみ　3年 野　口　麻　帆　1年 千　田　千　愛　1年 0

豊浦中　　２勝０敗１位 中郷中　　１勝１敗２位 日一附中　０勝２敗３位 1-29

　原　　優　奈　3年 小　林　彩　花　2年 馬　上　まひろ　2年 1 2

松岡中　　　勝　敗　位 泉丘中　　２勝０敗１位 日高中　　　勝　敗　位 2-16 1

薄　井　沙　季　3年 西　野　葉　月　2年 與　澤　風　香　2年
坂本中　　２勝０敗１位 大久保中　　勝　敗　位 久慈中　　１勝１敗２位
鈴　木　若香菜　3年
十王中
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女子Ｓ予選リーグ　→　決勝トーナメント(2)
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