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日立市池の川さくらアリーナ

髙　丸　　律　　3年 藤　田　　櫂　　2年 新　岡　拓　巳　1年 後　藤　恵　太　2年
磯原中　　　3勝0敗1位 松岡中　　　2勝1敗2位 秋山中　　　0勝3敗4位 太田中　　　1勝2敗3位
吉　成　悠　希　3年 太　田　瑞　貴　2年 小　室　秀　顕　2年
日一附中　　2勝0敗1位 十王中　　　1勝1敗2位 日高中　　　0勝2敗3位 0

川　崎　悠　人　3年 江　口　拓　海　2年 宗　方　壱　心　2年 0

河原子中　　 勝 敗 位 助川中　　　0勝1敗2位 中郷中　　　1勝0敗1位
米　倉　悠　斗　3年 田　所　大　輝　2年 高　橋　幸之介　1年
十王中　　　1勝1敗2位 久慈中　　　2勝0敗1位 台原中　　　0勝2敗3位 0

石　井　秀　汰　3年 西　片　大　翔　3年 中　條　大　吉　1年 1

高萩中　　　2勝0敗1位 豊浦中　　　1勝1敗2位 中里中　　　0勝2敗3位
寺　山　耕　平　3年 ｶﾅｻﾞﾜｼｰﾙｽﾞ世晏　2年 樫　尾　浩乃心　1年
日一附中　　1勝0敗1位 泉丘中　　　0勝1敗2位 秋山中　　　 勝 敗 位
落　合　　蓮　　2年 大　森　毅　士　3年 髙　野　倭　人　1年 0

日高中　　　2勝0敗1位 豊浦中　　　1勝1敗2位 松岡中　　　0勝2敗3位 1 1

後　藤　海　月　3年 髙　橋　洵　登　1年 中　村　　颯　　2年
坂本中　　　2勝0敗1位 多賀中　　　0勝2敗3位 中郷中　　　1勝1敗2位 1

中　澤　　翔　　2年 榎　本　京　祐　2年 大久保　慶　志　2年
助川中　　　1勝1敗2位 台原中　　　2勝0敗1位 日高中　　　0勝2敗3位
馬　目　　晴　　2年 大　内　　海　　3年 白　田　聖　也　1年 2 0

多賀中　　　1勝1敗2位 中郷中　　　2勝0敗1位 松岡中　　　0勝2敗3位
大　貫　　柊　　3年 大　森　瑞　輝　3年 小　向　俊太朗　2年
駒王中　　　2勝0敗1位 高萩中　　　0勝2敗3位 大久保中　　1勝1敗2位
岩　間　　颯　　3年 牧　子　瑛　翔　2年 本　間　雅　斗　1年 2

豊浦中　　　2勝0敗1位 久慈中　　　1勝1敗2位 台原中　　　0勝2敗3位
古　寺　尋　翔　2年 堀　江　光　希　2年 富　田　悠　希　1年 1

日高中　　　2勝0敗1位 多賀中　　　1勝1敗2位 松岡中　　　0勝2敗3位 0

住　谷　青　空　2年 佐　多　純　弥　2年 菅　原　逸　人　1年 0

常北中　　　1勝1敗2位 中郷中　　　2勝0敗1位 助川中　　　0勝2敗3位
岡　村　笑　助　3年 増　田　青　葉　2年 椎　名　結　久　1年 1

十王中　　　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
鈴　木　日　大　3年 阿　部　洋　介　3年 佐々木　颯　太　1年 0 0

松岡中　　　2勝0敗1位 駒王中　　　1勝1敗2位 日高中　　　0勝2敗3位
浅　川　進次郎　3年 佐　藤　　昴　　2年 小　林　孝　成　2年
高萩中　　　2勝0敗1位 坂本中　　　0勝2敗3位 泉丘中　　　1勝1敗2位 1

石　坂　伶　羽　3年 森　田　聖　弥　2年 中　村　大　地　1年
中郷中　　　2勝0敗1位 台原中　　　1勝1敗2位 多賀中　　　0勝2敗3位
椎　名　優　葵　3年 菱　田　隆　太　2年 金　澤　輝　暁　1年 2

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

梶　原　琉　生　3年 中　山　綾　平　2年 先　崎　耕　平　2年 2

河原子中　　2勝0敗1位 助川中　　　1勝1敗2位 十王中　　　0勝2敗3位
川　崎　浩　司　2年 中　里　光　希　2年 村　山　莉　旺　2年
秋山中　　　2勝0敗1位 日高中　　　0勝2敗3位 日一附中　　1勝1敗2位 0

鈴　木　　楠　　2年 森　田　　丈　　2年 塩　田　勇　飛　2年 0

中郷中　　　2勝0敗1位 坂本中　　　1勝1敗2位 十王中　　　0勝2敗3位
宮　原　智　也　1年 　森　　博　司　1年 山　田　　響　　1年
大久保中　　2勝0敗1位 豊浦中　　　1勝1敗2位 峰山中　　　0勝2敗3位
征　矢　一　眞　3年 添　田　は　る　1年 芳　賀　誠一郎　1年
助川中　　　2勝0敗1位 台原中　　　1勝1敗2位 久慈中　　　0勝2敗3位
大　道　敬　太　2年 亀　井　亮太朗　1年 海老原　　匠　　1年
十王中　　　1勝1敗2位 豊浦中　　　2勝0敗1位 日高中　　　0勝2敗3位 0

堀　部　航　平　2年 武　藤　弘　希　2年 金　澤　羽　流　2年 1

多賀中　　　2勝0敗1位 秋山中　　　1勝1敗2位 中郷中　　　0勝2敗3位
大　畑　騎　士　3年 吉　成　蒼　太　1年 佐　藤　碧　依　2年
日高中　　　2勝0敗1位 助川中　　　0勝2敗3位 日一附中　　1勝1敗2位
藤　田　大　晃　2年 齋　藤　逸　希　2年 寺　西　凜　也　1年 0 1

十王中　　　2勝0敗1位 坂本中　　　1勝1敗2位 松岡中　　　0勝2敗3位 0

益　子　雄　晴　2年 齋　藤　　駿　　2年 山　口　大　成　2年
中郷中　　　2勝0敗1位 高萩中　　　1勝1敗2位 太田中　　　0勝2敗3位
猿　田　陽　貴　3年 山　形　和　斗　2年 宮　本　一　輝　3年
久慈中　　　2勝0敗1位 中郷中　　　0勝2敗3位 駒王中　　　1勝1敗2位 1

守　田　　匠　　3年 越　智　勇　貴　2年 石　井　智　也　1年 0

台原中　　　2勝0敗1位 松岡中　　　1勝1敗2位 日高中　　　0勝2敗3位
江　連　祐　貴　2年 増　田　東　威　1年 石　井　騎　士　2年 0

十王中　　　2勝0敗1位 秋山中　　　1勝1敗2位 坂本中　　　0勝2敗3位 0

川　崎　雅　翔　2年 薗　部　竜之介　2年 清　和　拓　未　2年
助川中　　　2勝0敗1位 日一附中　　1勝1敗2位 日高中　　　0勝2敗3位 2

水　谷　直　也　3年 　原　　翔　眞　2年 　森　　翔　真　1年 0

　中郷中　　　1勝1敗2位　 松岡中　　  0勝2敗3位 泉丘中　　　2勝0敗1位
鹿　内　柊　都　3年 安　藤　太　一　1年 永　山　日　向　2年
高萩中　　　2勝0敗1位 多賀中　　　1勝1敗2位 豊浦中　　　0勝2敗3位
島　田　晴　紀　3年 根　本　快　人　2年 早　川　伶　歩　1年
河原子中　　2勝0敗1位 十王中　　　1勝1敗2位 豊浦中　　　0勝2敗3位
高　橋　彩　都　3年 草　野　　蓮　　3年 荒　川　銀　河　1年
台原中　　　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

長久保　黎　斗　2年 川　村　星　矢　2年 鈴　木　貴　憲　1年 1

中郷中　　　1勝0敗1位 多賀中　　　 勝 敗 位 助川中　　　0勝1敗2位
齋　藤　　翔　　3年 笹　原　康　平　2年 横　田　　凌　　2年 0

中郷中　　　2勝0敗1位 十王中　　　1勝1敗2位 日一附中　　0勝2敗3位 1

小　宅　大　也　2年 石　井　太　陽　2年 根　本　　讓　　1年 2

秋山中　　　1勝0敗1位 久慈中　　   勝 敗 位 日高中　　　0勝1敗2位 0

菅　沼　利　輝　3年 三　森　達　也　3年 安　原　優　羽　1年
駒王中　　　1勝1敗2位 大久保中　　2勝0敗1位 高萩中　　　0勝2敗3位 2

阿久津　和　馬　3年 久　野　佑　翔　2年 芳　賀　陽　哉　1年
十王中　　　2勝0敗1位 豊浦中　　　1勝1敗2位 久慈中　　　0勝2敗3位 1

中　言　和　希　2年 山野辺　伯　斗　3年 小　室　康　裕　1年 0

秋山中　　　2勝0敗1位 高萩中　　　1勝1敗2位 助川中　　　0勝2敗3位
中　根　　脩　　3年 富　田　陽　向　2年 　堤　　　廉　　2年
松岡中　　　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

仲　田　大　夢　3年 遠　藤　裕　翔　3年 蘆　立　翔　和　1年 0

坂本中　　　1勝0敗1位 中郷中　　　 勝 敗 位 助川中　　　0勝1敗2位
茂　垣　賢　吾　3年 菊　池　翔　太　3年 長　山　瑛　音　1年
泉丘中　　　2勝0敗1位 太田中　　　1勝1敗2位 台原中　　　0勝2敗3位

征　矢　一　眞　3年
助川中　　　　　　 0

佐々木　　力　　2年
多賀中             
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男子Ｓ予選リーグ　→　決勝トーナメント(1)　推薦：杉本陽太(十王中)，大平智暉(磯原中)
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江　間　祐　貴　3年 曽　根　叶　多　3年 長　山　拓　馬　2年
豊浦中　　　2勝0敗1位 泉丘中　　　1勝1敗2位 台原中　　　0勝2敗3位
　椿　　拓　篤　2年 真　城　陸　也　2年 菅　野　蒼　太　2年
十王中　　　2勝0敗1位 中郷中　　　1勝1敗2位 坂本中　　　0勝2敗3位 0 0

北　村　隆　成　2年 小　林　優　斗　2年 鈴　木　教　弘　3年
助川中　　　0勝0敗1位 日高中　　　 勝 敗 位 河原子中　　 勝 敗 位
福　地　柊　斗　3年 中　山　広　大　1年 酒　井　勇　輝　1年
日一附中　　2勝0敗1位 久慈中　　　1勝1敗2位 秋山中　　　0勝2敗3位 2 0

佐　藤　　領　　3年 菅　岡　匠　太　2年 加　藤　優　宗　2年
高萩中　　　2勝0敗1位 助川中　　　0勝2敗3位 大久保中　　1勝1敗2位
谷　藤　天　翔　3年 畑　中　優　紀　3年 鎌　田　晃　広　1年 2

中郷中　　　2勝0敗1位 太田中　　　1勝1敗2位 高萩中　　　0勝2敗3位
渡　邉　悠　翔　2年 内　田　和　成　2年 荒　川　　烈　　1年 0

多賀中　　　1勝1敗2位 日高中　　　2勝0敗1位 松岡中　　　0勝2敗3位 2 1

根　本　大二朗　2年 佐　藤　　翼　　2年 大　谷　海　翔　1年
十王中　　　2勝0敗1位 台原中　　　1勝1敗2位 助川中　　　0勝2敗3位 0

宍　戸　棟　耶　2年 田　村　光　鏡　2年 前　田　悠　輔　2年
秋山中　　　2勝0敗1位 日高中　　　0勝2敗3位 常北中　　　1勝1敗2位
熊久保　　怜　　3年 　鉤　　丈　諒　3年 湯　浅　隼　人　1年 2 0

松岡中　　　1勝1敗2位 日一附中　　2勝0敗1位 中郷中　　　0勝2敗3位
　関　　駿　史　2年 鈴　木　颯　人　1年 今　田　葉太朗　3年
久慈中　　　2勝0敗1位 豊浦中　　　0勝2敗3位 駒王中　　　1勝1敗2位
宇　野　友　貴　3年 渡　部　　宙　　1年 酒　井　琢　麿　2年
磯原中　　　2勝0敗1位 豊浦中　　　0勝2敗3位 太田中　　　1勝1敗2位
五月女　啓　吾　2年 西　野　宏　祐　2年 菅　原　遥　希　1年
中郷中　　　1勝1敗2位 台原中　　　2勝0敗1位 坂本中　　　0勝2敗3位 2 0

壹　岐　佑　也　2年 市　川　陽　登　3年 齊　藤　拓　美　2年
久慈中　　　2勝0敗1位 日高中　　　1勝1敗2位 十王中　　　0勝2敗3位
小　屋　怜　央　2年 櫻　井　唯　翔　2年 鈴　木　康　佑　2年 0

高萩中　　　2勝0敗1位 松岡中　　　0勝2敗3位 日高中　　　1勝1敗2位
長久保　諒　心　2年 小　室　丈　輔　3年 鈴　木　未　来　1年 0

秋山中　　　0勝1敗2位 泉丘中　　　1勝0敗1位 中郷中　　　 勝 敗 位 0

太　田　翔　渉　3年 佐　藤　琉　空　1年 矢　野　七　和　3年 2

日一附中　　1勝0敗1位 多賀中　　　0勝1敗2位 河原子中　　 勝 敗 位
北　島　汰　輝　3年 齋　藤　健　太　2年 加　藤　遼　生　3年
十王中　　　2勝0敗1位 台原中　　　1勝1敗2位 大久保中　　0勝2敗3位
西　野　圭　祐　3年 菜　花　明　生　2年 田　中　将　大　1年 0

日一附中　　2勝0敗1位 松岡中　　　1勝1敗2位 中郷中　　　0勝2敗3位 1 1

初　見　颯　太　3年 海老原　和　馬　2年 菅　野　大　輝　2年
日高中　　　2勝0敗1位 助川中　　　0勝2敗3位 坂本中　　　1勝1敗2位
山　田　紘　也　2年 渡　邉　昊　誠　2年 及　川　裕　夢　2年
松岡中　　　2勝0敗1位 豊浦中　　　0勝2敗3位 中郷中　　　1勝1敗2位
大　城　侑　己　2年 百　田　真　人　2年 橋　本　慶　祐　1年 0 0

十王中　　　1勝1敗2位 久慈中　　　2勝0敗1位 助川中　　　0勝2敗3位
佐々木　　力　　2年 宇　野　翔太郎　3年 石　上　海　斗　1年
多賀中　　　2勝0敗1位 駒王中　　　1勝1敗2位 秋山中　　　0勝2敗3位
内　田　侑　志　3年 田　中　　遼　　1年 斎　藤　翔　太　1年
駒王中　　　2勝0敗1位 多賀中　　　1勝1敗2位 台原中　　　0勝2敗3位
矢　吹　拓　斗　3年 野　沢　　翔　　3年 佐　藤　廉　太　1年 1

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

髙　橋　心　太　2年 渡　邊　音　和　2年 横　山　　響　　1年
秋山中　　　2勝0敗1位 中郷中　　　1勝1敗2位 多賀中　　　0勝2敗3位
石　川　慶　太　3年 　森　　元　輝　1年 三　上　　輝　　2年 1

松岡中　　　1勝0敗1位 平沢中　　　 勝 敗 位 日一附中　　0勝1敗2位
佐　藤　夏　希　2年 鈴　木　誠　悟　2年 山　本　雄　斗　1年 2 0

十王中　　　2勝0敗1位 坂本中　　　1勝1敗2位 助川中　　　0勝2敗3位
森　永　大　遥　3年 川　崎　廣太郎　2年 戸　辺　峻　太　2年
日高中　　　2勝0敗1位 泉丘中　　　1勝1敗2位 高萩中　　　0勝2敗3位
大　金　悠　士　3年 堀　田　一　博　1年 荘　司　悠　汰　3年
中郷中　　　2勝0敗1位 秋山中　　　0勝2敗3位 河原子中　　1勝1敗2位
鈴　木　幹　汰　3年 池　田　輝　星　2年 佐久間　康　司　2年
日一附中　　2勝0敗1位 松岡中　　　1勝1敗2位 十王中　　　0勝2敗3位 0

須　藤　惟　吹　3年 沢　田　颯　太　2年 　郡　　健　心　1年 0

日高中　　　 勝 敗 位 久慈中　　　1勝0敗1位 助川中　　　0勝1敗2位
鈴　木　悠　介　3年 　関　　颯　大　2年 関　根　翔　汰　1年
日高中　　　2勝0敗1位 常北中　　　1勝1敗2位 松岡中　　　0勝2敗3位
佐　川　拓　真　2年 大　関　碧　斗　3年 今　川　七　斗　1年 0 2

助川中　　　 勝 敗 位 中郷中　　　1勝0敗1位 豊浦中　　　0勝1敗2位 1

落　合　海　斗　2年 佐　藤　　翔　　2年 大　里　牙　玖　1年
十王中　　　2勝0敗1位 高萩中　　　1勝1敗2位 台原中　　　0勝2敗3位 1

藤　田　悠　冶　3年 小　森　貴　則　2年 本　母　駿　也　1年
河原子中　　2勝0敗1位 日一附中　　1勝1敗2位 高萩中　　　0勝2敗3位
菊　地　知　希　3年 草　野　瑛　太　2年 　菅　　結　音　1年
駒王中　　　2勝0敗1位 助川中　　　1勝1敗2位 日高中　　　0勝2敗3位 0 0

堀　籠　将　矢　2年 村　田　瑛　士　2年 株　木　良　輔　1年
中郷中　　　2勝0敗1位 十王中　　　1勝1敗2位 台原中　　　0勝2敗3位
黒　澤　宇　宙　3年 安　達　砂芭良　2年 森　田　将　斗　1年 0

日高中　　　2勝0敗1位 秋山中　　　1勝1敗2位 松岡中　　　0勝2敗3位
大　縄　晴　也　2年 北　村　幸　大　2年 松　川　龍　弥　1年 0 0

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

都　鳥　龍之介　3年 横須賀　泰　也　1年 黒　澤　琉　都　2年
瑞竜中　　　2勝0敗1位 豊浦中　　　0勝2敗3位 大久保中　　1勝1敗2位 2

園　原　　碧　　3年 久　保　　晴　　2年 仲　田　理　矩　1年
十王中　　　2勝0敗1位 台原中　　　1勝1敗2位 久慈中　　　0勝2敗3位 2

大　串　静　椰　2年 鈴　木　琢　麿　2年 根　本　大　輝　2年 0

豊浦中　　　2勝0敗1位 太田中　　　1勝1敗2位 坂本中　　　0勝2敗3位
樫　村　　颯　　2年 金　川　悠　斗　2年 馬　上　　裕　　2年
十王中　　　2勝0敗1位 中里中　　　1勝1敗2位 日高中　　　0勝2敗3位
豊　田　凌　真　3年 飯　塚　勇矢颯　2年 関　根　彩　冬　2年 0 0

日一附中　　2勝0敗1位 秋山中　　　0勝2敗3位 中郷中　　　1勝1敗2位
酒　井　拓　也　3年 福　井　優　哉　2年 菅　野　侑　希　1年 小　川　拓　真　1年
高萩中　　　3勝0敗1位 泉丘中　　　2勝1敗2位 多賀中　　　0勝3敗4位 松岡中　　　1勝2敗3位

試合時間　９：３０～１６：３０　　
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平成30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30年7月16日

日立市池の川さくらアリーナ

小　室　伎楽来　1年 鈴  木　あ  み　1年 渡　辺　心　花　1年 沼　田　成　美　2年

 泉丘中　   3勝0敗1位 十王中　　　2勝1敗2位 秋山中　　　0勝3敗4位 駒王中　　　1勝2敗3位

富　松　なごみ　3年 　関　　優　凜　1年 柴　田　夢　嘉　1年 2

日一附中　　2勝0敗1位 助川中　　　0勝2敗3位 中郷中　　　1勝1敗2位 2 0

井　坂　瑛　里　3年 赤　石　菜々海　1年 宮　田　華　菜　1年

坂本中　　　2勝0敗1位 多賀中　　　0勝2敗3位 松岡中　　　1勝1敗2位

金　子　花　恋　3年 鈴　木　優　菜　2年 大　部　咲　空　1年

久慈中　　　2勝0敗1位 常北中　　　1勝1敗2位 多賀中　　　0勝2敗3位

馬　上　まひろ　3年 古　村　くるみ　2年 大　山　陽　音　2年 0 0

日高中　　　1勝1敗2位 中郷中　　　2勝0敗1位 豊浦中　　　0勝2敗3位

猪　狩　遥　香　1年 渡　邊　　暖　　2年 中　山　萌　楓　1年

松岡中　　　2勝0敗1位 助川中　　　1勝1敗2位 台原中　　　0勝2敗3位 0

小　川　花　佳　3年 猪　狩　萌々羽　2年 遠　藤　あすか　2年

高萩中　　　2勝0敗1位 太田中　　　1勝1敗2位 駒王中　　　0勝2敗3位

𠮷　村　寧々花　2年 篠　原　　悠　　1年 橋　本　望　愛　1年

久慈中　　　2勝0敗1位 助川中　　　1勝1敗2位 秋山中　　　0勝2敗3位 0

石　橋　柚　帆　2年 永  山　璃  好　2年 下山田　愛　奈　1年 1

多賀中　　　1勝1敗2位 十王中　　　2勝0敗1位 中郷中　　　0勝2敗3位

福　地　涼　風　3年 大　森　瑠　奈　1年 富　塚　彩　喜　2年 2

日高中　　　2勝0敗1位 中里中　　　0勝2敗3位 松岡中　　　1勝1敗2位 1

服　部　心藍野　3年 小　林　美　織　1年 吉　成　凜　里　2年

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

今　川　綾　菜　2年 山　根　清　楓　3年 石　山　月　渚　2年

高萩中　　　2勝0敗1位 日一附中　　1勝1敗2位 泉丘中　　　0勝2敗3位

吉　見　陽加里　3年 望　月　咲　樹　2年 野　口　麻　帆　2年 0 1

峰山中　　　1勝1敗1位 駒王中　　　1勝1敗3位 中郷中　　　1勝1敗2位

大　枝　美　空　3年 長　山　瑠　美　2年 根　本　桜　子　1年

大久保中　　2勝0敗1位 助川中　　　1勝1敗2位 台原中　　　0勝2敗3位 0

小　松　夕　真　3年 鈴　木　琴　未　2年 古茂田　真　奈　1年

豊浦中　　　2勝0敗1位 常北中　　　1勝1敗2位 松岡中　　　0勝2敗3位

小　松　未　侑　3年 馬　場　愛　美　2年 金　澤　さくら　2年

豊浦中　　　2勝0敗1位 高萩中　　　1勝1敗2位 泉丘中　　　0勝2敗3位

松　下　彩　菜　2年 増　田　優　希　2年 滑　川　小　梅　1年 1

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

佐　藤　ひなの　2年 松　本　真　歩　2年 高  嶋　美  空　1年

多賀中　　　2勝0敗1位 松岡中　　　1勝1敗2位 十王中　　　0勝2敗3位

三　國　姫　嘉　3年 吉　田　さ　ら　2年 蕪　木　彩　香　1年 0

駒王中　　　2勝0敗1位 日高中　　　1勝1敗2位 多賀中　　　0勝2敗3位

與　澤　風　香　3年 伊　藤　雅　姫　2年 小　林　誉　花　1年 2

久慈中　　　1勝0敗1位 中郷中　　　 勝 敗 位 秋山中　　　0勝1敗2位

飯　田　佳　南　2年 梁　井　智　尋　2年 古　山　果　歩　1年

助川中　　　1勝1敗2位 豊浦中　　　2勝0敗1位 台原中　　　0勝2敗3位 1 1

堀　田　　葵　　2年 菊　池　咲　良　3年 小　松　日　向　2年

松岡中　　　2勝0敗1位 日一附中　　1勝1敗2位 常北中　　　0勝2敗3位 2

田　口　美　波　1年 加　藤　　凜　　2年 千　田　千　愛　2年

泉丘中　　　 2勝0敗1位 駒王中　　　0勝2敗3位 日一附中　　1勝1敗2位

木　村　菜々美　2年 安　島　舞　柚　2年 小　川　　遥　　2年 0

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

藤　田　奈　穂　3年 北　本　真　穏　1年 鈴　木　伽　奈　1年 0

秋山中　　　2勝0敗1位 多賀中　　　0勝2敗3位 助川中　　　1勝1敗2位 0 0

棚　橋　杏　佳　3年 髙  森　叶  愛　1年 渡　邊　小　春　2年

高萩中　　　2勝0敗1位 十王中　　　1勝1敗2位 豊浦中　　　0勝2敗3位

柳　平　愛　生　3年 住　谷　ポオラ　2年 藤　田　彩由実　1年

日一附中　　2勝0敗1位 台原中　　　1勝1敗2位 助川中　　　0勝2敗3位 1

本　間　千佳子　3年 安　嶋　穂乃花　2年 鈴　木　実　咲　2年 1

駒王中　　　2勝0敗1位 高萩中　　　1勝1敗2位 大久保中　　0勝2敗3位

吉　田　花　音　2年 渡　辺　桜　奈　2年 大　山　　慧　　2年

中郷中　　　2勝0敗1位 秋山中　　　0勝2敗3位 常北中　　　1勝1敗2位

小　川　花　佳　3年

高萩中　       　　 1

畑　崎　　舞　　1年

中郷中　　         

女子Ｓ予選リーグ→決勝トーナメント(1)　推薦:緑川恵里那(中郷中),鈴木碧衣(泉丘中)
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平成30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30年7月16日

日立市池の川さくらアリーナ

照　沼　夏　帆　3年 佐　藤　海　羽　2年 作　山　叶　恵　1年

泉丘中　　　2勝0敗1位 常北中　　　1勝1敗2位 秋山中　　　0勝2敗3位

大　平　彩　乃　2年 岡　﨑　綾　菜　2年 和　田　怜　奈　1年 0

中郷中　　　2勝0敗1位 日高中　　　1勝1敗2位 助川中　　　0勝2敗3位 1 0

児　玉　英　李　3年 立子山　静　奈　2年 輕　部　眞　城　2年

日一附中　　1勝0敗1位 松岡中　　　0勝1敗2位 台原中　　　 勝 敗 位

與　澤　千　楓　2年 　郡　　玲　奈　3年 古茂田　莉　奈　1年 0

久慈中　　　2勝0敗1位 日一附中　　1勝1敗2位 松岡中　　　0勝2敗3位

大　門　　凛　　2年 豊  田　莉  央　2年 今　野　愛　海　2年 2 0

中郷中　　　2勝0敗1位 十王中　　　1勝1敗2位 駒王中　　　0勝2敗3位

中　﨑　妃　菜　3年 増　子　暖　菜　2年 原　田　千　穂　1年

坂本中　　　2勝0敗1位 中郷中　　　1勝1敗2位 多賀中　　　0勝2敗3位 0

蛭　田　結　唯　3年 髙　﨑　桃　佳　2年 鈴　木　亜依奈　1年

高萩中　　　2勝0敗1位 豊浦中　　　1勝1敗2位 秋山中　　　0勝2敗3位

伊  藤　結  香　1年 加　藤　　和　　2年 白　石　菜　緒　2年

十王中　　　2勝0敗1位 駒王中　　　1勝1敗2位 日一附中　　0勝2敗3位

　森　　奏　恵　2年 青　山　乃ノ葉　2年 野　添　夏　子　1年 0 0

松岡中　　　1勝1敗2位 中郷中　　　2勝0敗1位 台原中　　　0勝2敗3位

長　岐　明寿美　2年 横　田　琉　愛　3年 佐　野　琴　織　1年 0

多賀中　　　2勝0敗1位 泉丘中　　　1勝1敗2位 高萩中　　　0勝2敗3位 0

関　根　莉　菜　3年 　辻　　美紅奈　2年 坂　本　結　愛　1年

豊浦中　　　2勝0敗1位 常北中　　　1勝1敗2位 助川中　　　0勝2敗3位

大　森　ひなの　2年 関　川　朋　花　2年 村　山　陽　菜　2年

高萩中　　　2勝0敗1位 駒王中　　　1勝1敗2位 日高中　　　0勝2敗3位

西　田　　玲　　2年 鈴　木　花　奈　2年 角　田　朱　里　1年 0 0

助川中　　　1勝1敗2位 豊浦中　　　2勝0敗1位 多賀中　　　0勝2敗3位

畑　崎　　舞　　1年 牧　野　杏　梨　2年 熊　谷　未　怜　1年

中郷中　　　2勝0敗1位 大久保中　　1勝1敗2位 秋山中　　　0勝2敗3位

蛭　田　夏　純　3年 大　髙　詩　歩　2年 野　末　あかり　2年

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

齋　藤　伊　織　2年 茅  根　心  優　2年 鈴　木　智　恵　2年 0

助川中　　　1勝1敗2位 十王中　　　2勝0敗1位 駒王中　　　0勝2敗3位

飯　塚　実　久　2年 　関　　心　美　1年 小　野　あすか　1年

中郷中　　　2勝0敗1位 多賀中　　　0勝3敗2位 台原中　　　1勝1敗2位 0 0

佐　藤　波　奈　3年 進　藤　心　奈　2年 渡　邉　　葵　　1年

泉丘中　　　1勝1敗2位 松岡中　　　2勝0敗1位 秋山中　　　0勝2敗3位

西　野　葉　月　3年 今　橋　愛　華　2年 　関　　彩　花　1年 0

大久保中　　1勝1敗2位 高萩中　　　2勝0敗1位 松岡中　　　0勝2敗3位

稲　葉　真　歩　2年 宮　本　柚　希　2年 長　瀬　麗　緒　1年 0 1

駒王中　　　2勝0敗1位 久慈中　　　1勝1敗2位 中郷中　　　0勝2敗3位 0

柴　田　未　来　3年 喜久川　綾　香　2年 白　土　京　子　2年

日高中　　　0勝2敗3位 多賀中　　　2勝0敗1位 助川中　　　1勝1敗2位 0

赤　津　輝　咲　3年 桜　井　彩　菜　2年 　林　　愛　理　2年

豊浦中　　　2勝0敗1位 秋山中　　　0勝2敗3位 太田中　　　1勝1敗2位 2

三　浦　知　優　3年 神　戸　妙　子　2年 椎　名　陽　香　1年

泉丘中　　　2勝0敗1位 日一附中　　1勝1敗2位 松岡中　　　0勝2敗3位

羽　鳥　夏　花　2年 小　森　由　香　2年 黒　沢　聖　華　2年 0

久慈中　　　1勝1敗3位 中郷中　　　1勝1敗1位 高萩中　　　1勝1敗2位

桝　谷　美　羽　2年 長　沼　日　菜　2年 笠  井　　澪　　1年 0

助川中　　　0勝2敗3位 駒王中　　　2勝0敗1位 十王中　　　1勝1敗2位 0 0

清水口　紗　織　3年 小田部　栞　奈　2年 市野澤　莉　音　1年

多賀中　　　2勝0敗1位 豊浦中　　　0勝2敗3位 坂本中　　　1勝1敗2位

深　谷　　結　　1年 千　徳　莉　歩　2年 村　山　遥　奈　2年

台原中　　　1勝1敗2位 駒王中　　　2勝0敗1位 常北中　　　0勝2敗3位 1

花　崎　真　希　2年 大　都　紗　希　3年 下　重　侑　生　1年 0

助川中　　　1勝1敗2位 日高中　　　2勝0敗1位 中郷中　　　0勝2敗3位

佐　野　羽　奏　3年 齋　藤　　凛　　1年 横　山　美　緒　1年 渡　邉　愛　梨　1年

高萩中　　　3勝0敗1位 秋山中　　　0勝3敗4位 峰山中　　　2勝1敗2位 多賀中　　　1勝2敗3位

試合時間　９：３０～１７：００　　　
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女子Ｓ予選リーグ→決勝トーナメント(2)　推薦:薗部美咲(泉丘中),武藤安純(高萩中),佐川晶子(高萩中)
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