
ホープス男子　予選リーグ　１２月１２日(日)　大アリーナ
１組 1 2 3 得点 順位

1 平塚健友 フェニックス卓球ク 福井

2 出口照尚 大宗ｸﾗﾌﾞ 石川

3 西野　翔 堀南クラブ 富山

２組 1 2 3 得点 順位

1 川畑那央 フェニックス卓球ク 福井

2 杉下和成 Quest新潟クラブ 新潟

3 荻村智亮 楢川スポ少 長野

３組 1 2 3 得点 順位

1 堀凱生斗 つばめジュニア 新潟

2 山口真大 Ｔ２ジュニア 福井

3 飯嶋大翔 穂高卓研 長野

４組 1 2 3 得点 順位

1 畠山　陽 新発田ジュニア 新潟

2 竹中　仁 かほくｼﾞｭﾆｱ 石川

3 宇野稜翔 A・O卓球スポ少 福井

５組 1 2 3 得点 順位

1 柴田　洸 ＳＴライトニング 富山

2 宮川友希 TABLETENNIS天弓 長野

3 小山遥音 Quest新潟クラブ 新潟

６組 1 2 3 得点 順位

1 伊藤虎大朗 つばめジュニア 新潟

2 田中大輝 穴水真名井 石川

3 塩岡快那 堀南クラブ 富山

７組 1 2 3 得点 順位

1 伊東　快 すたあとらいん 長野

2 青海雄音 白根アトム 新潟

3 高原煌晟 ＳＴＥＰ氷見 富山

８組 1 2 3 得点 順位

1 川上七星 新発田ジュニア 新潟

2 亀田葵大 長野ラージヒルズ 長野

3 長澤瑠泉 羽咋クラブJr 石川

５コート

１０コート

１１コート

１２コート

６コート

７コート

８コート

９コート



９組 1 2 3 得点 順位

1 田村悠道 長野市民病院 長野

2 知見直樹 若狭ＴＴＣ 福井

3 橋本翔大 砺波ジュニア 富山

１０組 1 2 3 得点 順位

1 渡辺優心 新発田ジュニア 新潟

2 志尾涼雅 三国卓球クラブ 福井

3 藤永万里 Practice　Jr 石川

１１組 1 2 3 得点 順位

1 本間歩汰 新発田ジュニア 新潟

2 大八木勇靖 松平スポーツ 石川

3 美浪太基 ＵＯＺＵ．ＪＴＣ 富山

１２組 1 2 3 得点 順位

1 蓬莱宗晴 TC軽井沢 長野

2 志田侑愛 金津卓球スポ少 福井

3 上　羚斗 ＳＴＥＰ氷見 富山

１３組 1 2 3 得点 順位

1 永井来明 砺波ジュニア 富山

2 柄澤　怜 長野JTC 長野

3 宮坂岳志 松平スポーツ 石川

１４組 1 2 3 得点 順位

1 新村悠貴 Practice　Jr 石川

2 稲石光琳 ＳＴＥＰ氷見 富山

3 平岩叶利野 わくわくクラブ 長野

１５組 1 2 3 得点 順位

1 吉岡　寿哲 内灘町宮坂ｼﾞｭﾆｱ 石川

2 田川蓮士 金津卓球スポ少 福井

3 山下陸央 海峰クラブ 富山

１６組 1 2 3 得点 順位

1 奥野央羅 大宗ｸﾗﾌﾞ 石川

2 高嶋琉嘉 長野ＪＴＣ 長野

3 河原脩真 若狭ＴＴＣ 福井

５コート

６コート

７コート

８コート

１０コート

１１コート

１２コート

９コート



１７組 1 2 3 得点 順位

1 山上隼人 砺波ジュニア 富山

2 小林侑正 円山卓球スポ少 福井

3 今野結仁 白根アトム 新潟

１８組 1 2 3 得点 順位

1 金森功芽 砺波ジュニア 富山

2 三島　蓮 長野JTC 長野

3 森川　勇 若狭ＴＴＣ 福井

１９組 1 2 3 得点 順位

1 矢戸蒼真 円山卓球スポ少 福井

2 竹内大翔 長野JTC 長野

3 番場稀宥 加茂卓球クラブ 新潟

２０組 1 2 3 得点 順位

1 冨田結斗 ミナミラボ 福井

2 舘林　翼 若穂ジュニア 長野

3 木島未来 糸魚川ジュニア 新潟

21組 1 2 3 得点 順位

1 舘　恭佑 かほくｼﾞｭﾆｱ 石川

2 幅下優琉 ＵＯＺＵ．ＪＴＣ 富山

3 黒川　湊 西川クラブ 新潟

22組 1 2 3 得点 順位

1 田中雄心 岡谷ジュニア 長野

2 鈴木  匠 大宗ｸﾗﾌﾞ 石川

3 岩野暖大 亀田クラブ 新潟

23組 1 2 3 得点 順位

1 山崎蓮一郎 金津卓球スポ少 福井

2 佐藤侑大 Quest新潟クラブ 新潟

3 勝山翔太 ＳＴＥＰ氷見 富山

９コート

１５コート

１０コート

１１コート

１２コート

１３コート

１４コート



平塚健友 出口照尚 西野　翔 堀凱生斗 山口真大 飯嶋大翔

フェニックス卓球ク 大宗ｸﾗﾌﾞ 堀南クラブ つばめジュニア Ｔ２ジュニア 穂高卓研

新村悠貴 稲石光琳 平岩叶利野 蓬莱宗晴 志田侑愛 上　羚斗

Practice　Jr ＳＴＥＰ氷見 わくわくクラブ TC軽井沢 金津卓球スポ少 ＳＴＥＰ氷見

吉岡　寿哲 田川蓮士 山下陸央 山上隼人 小林侑正 今野結仁

内灘町宮坂ｼﾞｭﾆｱ 金津卓球スポ少 海峰クラブ 砺波ジュニア 円山卓球スポ少 白根アトム

山上隼人 小林侑正 今野結仁 矢戸蒼真 竹内大翔 番場稀宥

砺波ジュニア 円山卓球スポ少 白根アトム 円山卓球スポ少 長野JTC 加茂卓球クラブ

奥野央羅 高嶋琉嘉 河原脩真 平塚健友 出口照尚 西野　翔

大宗ｸﾗﾌﾞ 長野ＪＴＣ 若狭ＴＴＣ フェニックス卓球ク 大宗ｸﾗﾌﾞ 堀南クラブ

田村悠道 知見直樹 橋本翔大 新村悠貴 稲石光琳 平岩叶利野

長野市民病院 若狭ＴＴＣ 砺波ジュニア Practice　Jr ＳＴＥＰ氷見 わくわくクラブ

伊藤虎大朗 田中大輝 塩岡快那 本間歩汰 大八木勇靖 美浪太基

つばめジュニア 穴水真名井 堀南クラブ 新発田ジュニア 松平スポーツ ＵＯＺＵ．ＪＴＣ

山崎蓮一郎 佐藤侑大 勝山翔太 畠山　陽 竹中　仁 宇野稜翔

金津卓球スポ少 Quest新潟クラブ ＳＴＥＰ氷見 新発田ジュニア かほくｼﾞｭﾆｱ A・O卓球スポ少

田中雄心 鈴木  匠 岩野暖大 田中雄心 鈴木  匠 岩野暖大

岡谷ジュニア 大宗ｸﾗﾌﾞ 亀田クラブ 岡谷ジュニア 大宗ｸﾗﾌﾞ 亀田クラブ

伊東　快 青海雄音 高原煌晟 冨田結斗 舘林　翼 木島未来

すたあとらいん 白根アトム ＳＴＥＰ氷見 ミナミラボ 若穂ジュニア 糸魚川ジュニア

川上七星 亀田葵大 長澤瑠泉 田村悠道 知見直樹 橋本翔大

新発田ジュニア 長野ラージヒルズ 羽咋クラブJr 長野市民病院 若狭ＴＴＣ 砺波ジュニア

柴田　洸 宮川友希 小山遥音 伊藤虎大朗 田中大輝 塩岡快那

ＳＴライトニング TABLETENNIS天弓 Quest新潟クラブ つばめジュニア 穴水真名井 堀南クラブ

渡辺優心 志尾涼雅 藤永万里 伊東　快 青海雄音 高原煌晟

新発田ジュニア 三国卓球クラブ Practice　Jr すたあとらいん 白根アトム ＳＴＥＰ氷見

矢戸蒼真 竹内大翔 番場稀宥 川上七星 亀田葵大 長澤瑠泉

円山卓球スポ少 長野JTC 加茂卓球クラブ 新発田ジュニア 長野ラージヒルズ 羽咋クラブJr

舘　恭佑 幅下優琉 黒川　湊 舘　恭佑 幅下優琉 黒川　湊

かほくｼﾞｭﾆｱ ＵＯＺＵ．ＪＴＣ 西川クラブ かほくｼﾞｭﾆｱ ＵＯＺＵ．ＪＴＣ 西川クラブ

堀凱生斗 山口真大 飯嶋大翔 山崎蓮一郎 佐藤侑大 勝山翔太

つばめジュニア Ｔ２ジュニア 穂高卓研 金津卓球スポ少 Quest新潟クラブ ＳＴＥＰ氷見

蓬莱宗晴 志田侑愛 上　羚斗 柴田　洸 宮川友希 小山遥音

TC軽井沢 金津卓球スポ少 ＳＴＥＰ氷見 ＳＴライトニング TABLETENNIS天弓 Quest新潟クラブ

永井来明 柄澤　怜 宮坂岳志 渡辺優心 志尾涼雅 藤永万里

砺波ジュニア 長野JTC 松平スポーツ 新発田ジュニア 三国卓球クラブ Practice　Jr

川畑那央 杉下和成 荻村智亮 吉岡　寿哲 田川蓮士 山下陸央

フェニックス卓球ク Quest新潟クラブ 楢川スポ少 内灘町宮坂ｼﾞｭﾆｱ 金津卓球スポ少 海峰クラブ

冨田結斗 舘林　翼 木島未来 金森功芽 三島　蓮 森川　勇

ミナミラボ 若穂ジュニア 糸魚川ジュニア 砺波ジュニア 長野JTC 若狭ＴＴＣ

金森功芽 三島　蓮 森川　勇 奥野央羅 高嶋琉嘉 河原脩真

砺波ジュニア 長野JTC 若狭ＴＴＣ 大宗ｸﾗﾌﾞ 長野ＪＴＣ 若狭ＴＴＣ

本間歩汰 大八木勇靖 美浪太基 永井来明 柄澤　怜 宮坂岳志

新発田ジュニア 松平スポーツ ＵＯＺＵ．ＪＴＣ 砺波ジュニア 長野JTC 松平スポーツ

畠山　陽 竹中　仁 宇野稜翔 川畑那央 杉下和成 荻村智亮

新発田ジュニア かほくｼﾞｭﾆｱ A・O卓球スポ少 フェニックス卓球ク Quest新潟クラブ 楢川スポ少
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ホープス女子　予選リーグ　１２月１２日(日)　大アリーナ
１組 1 2 3 4 得点 順位

1 新谷莉央 フェニックス卓球ク 福井

2 竹内結花 大宗ｸﾗﾌﾞ 石川

3 國竹　凛 穂高卓研 長野

4 澤田珠莉 トライズＫＪ 富山

２組 1 2 3 得点 順位

1 荒井結羽 ＳＴライトニング 富山

2 佐藤穂佳 OTTC Jr 新潟

3 尾坂七虹 かほくｼﾞｭﾆｱ 石川

３組 1 2 3 得点 順位

1 長谷川実桜 Ｔ２ジュニア 福井

2 久住加奈 三条ジュニア 新潟

3 中村美澄 内灘町宮坂ｼﾞｭﾆｱ 石川

４組 1 2 3 得点 順位

1 渡邊　葵 新発田ジュニア 新潟

2 上屋敷莉菜 金津卓球スポ少 福井

3 塩野谷心暖 中野市体協 長野

５組 1 2 3 得点 順位

1 渡会　宥 大宗クラブ 石川

2 金子咲千 つばめジュニア 新潟

3 村松優奈 若狭ＴＴＣ 福井

６組 1 2 3 得点 順位

1 大岩悠乃 ミナミラボ 福井

2 蔵竹　玲 大宗ｸﾗﾌﾞ 石川

3 佐藤　愛 つばめジュニア 新潟

７組 1 2 3 得点 順位

1 浅井穂香 新発田ジュニア 新潟

2 前田もな ミナミラボ 福井

3 宮澤こころ 岡谷ジュニア 長野

８組 1 2 3 得点 順位

1 堀本笑那 ミナミラボ 福井

2 友野美夢 佐久穂JTC 長野

3 渋谷芽生 白根アトム 新潟

１３コート

１４コート

１５コート

１６コート

１７コート

１８コート

１９コート

２０コート



９組 1 2 3 得点 順位

1 渡辺柚月 新発田ジュニア 新潟

2 石原悠希 ＳＴＥＰ氷見 富山

3 横浜海李 川北ｼﾞｭﾆｱ 石川

１０組 1 2 3 得点 順位

1 伊藤三緒 フェニックス卓球ク 福井

2 黒田怜来 ＳＴライトニング 富山

3 前　芽吹 川北ｼﾞｭﾆｱ 石川

１１組 1 2 3 得点 順位

1 阿部歩果 佐久穂JTC 長野

2 瀬賀苺花 荒川ジュニア 新潟

3 針山彩優 富山ＡＰＥＸｼﾞｭﾆｱ 富山

１２組 1 2 3 得点 順位

1 津田那智 フェニックス卓球ク 福井

2 立川伶奈 新大クラブ 新潟

3 横江咲奈 ＳＴＥＰ氷見 富山

１３組 1 2 3 得点 順位

1 重田來沙 岡谷ジュニア 長野

2 橋本茉理花 ミナミラボ 福井

3 富樫乃愛 Quest新潟クラブ 新潟

１４組 1 2 3 得点 順位

1 高田美宣 羽咋クラブJr 石川

2 岡部美音 佐久穂スポ少 長野

3 出口莉瑚 若狭ＴＴＣ 福井

１５組 1 2 3 得点 順位

1 高山穂花 穂高卓研 長野

2 濵﨑星見 ミナミラボ 福井

3 藤井百英 戸出ジュニア 富山

１６組 1 2 3 得点 順位

1 中川璃乃 ニュースター 石川

2 武田楓羽 万葉ＪＴＣ 福井

3 新田見絢葉 新大クラブ 新潟

１７コート

２０コート

１８コート

１９コート

２１コート

１４コート

１５コート

１６コート



１７組 1 2 3 得点 順位

1 吉村日香梨 Ｔ２ジュニア 福井

2 百瀬帆那 楢川スポ少 長野

3 石灰彩世 富山ＡＰＥＸｼﾞｭﾆｱ 富山

１８組 1 2 3 得点 順位

1 杉本來心 フェニックス卓球ク 福井

2 森綱ちひろ ＵＯＺＵ．ＪＴＣ 富山

3 山口紗和 TABLETENNIS天弓 長野

19組 1 2 3 得点 順位

1 滝沢美玖 新大クラブ 新潟

2 堂下ゆめか 大野クラブジュニア 福井

3 石倉爽帆 なめりかわＴＴＣ 富山

20組 1 2 3 得点 順位

1 杉本心麗 フェニックス卓球ク 福井

2 新野莉紗 とよさかフェニックス 新潟

3 谷佐碧渚 川北ｼﾞｭﾆｱ 石川

21組 1 2 3 得点 順位

1 松田梨杏 佐久穂スポ少 長野

2 鈴木彩華 かほくｼﾞｭﾆｱ 石川

3 山路倖彩 美浜卓球スポ少 福井

22組 1 2 3 得点 順位

1 浅野桃子 ＳＴライトニング 富山

2 加藤愛菜 卓球スタジオすまいる 長野

3 岡部千愛 大宗ｸﾗﾌﾞ 石川

23組 1 2 3 得点 順位

1 五十嵐萌香 Practice　Jr 石川

2 水橋楓羽 ＵＯＺＵ．ＪＴＣ 富山

3 前山結美 西川クラブ 新潟

24組 1 2 3 得点 順位

1 柴田麗緒 トライズＫＪ 富山

2 古屋美桜 須坂JTC 長野

3 瀧川さゆき 穴水真名井 石川

１６コート

１７コート

２１コート

１８コート

１９コート

２０コート

２１コート

２２コート



新谷莉央 竹内結花 國竹　凛 澤田珠莉 長谷川実桜 久住加奈 中村美澄

フェニックス卓球ク 大宗ｸﾗﾌﾞ 穂高卓研 トライズＫＪ Ｔ２ジュニア 三条ジュニア 内灘町宮坂ｼﾞｭﾆｱ

高山穂花 濵﨑星見 藤井百英 重田來沙 橋本茉理花 富樫乃愛

穂高卓研 ミナミラボ 戸出ジュニア 岡谷ジュニア ミナミラボ Quest新潟クラブ

杉本來心 森綱ちひろ 山口紗和 杉本心麗 新野莉紗 谷佐碧渚

フェニックス卓球ク ＵＯＺＵ．ＪＴＣ TABLETENNIS天弓 フェニックス卓球ク とよさかフェニックス 川北ｼﾞｭﾆｱ

吉村日香梨 百瀬帆那 石灰彩世 滝沢美玖 堂下ゆめか 石倉爽帆

Ｔ２ジュニア 楢川スポ少 富山ＡＰＥＸｼﾞｭﾆｱ 新大クラブ 大野クラブジュニア なめりかわＴＴＣ

荒井結羽 佐藤穂佳 尾坂七虹 渡邊　葵 上屋敷莉菜 塩野谷心暖

ＳＴライトニング OTTC Jr かほくｼﾞｭﾆｱ 新発田ジュニア 金津卓球スポ少 中野市体協

中川璃乃 武田楓羽 新田見絢葉 高田美宣 岡部美音 出口莉瑚

ニュースター 万葉ＪＴＣ 新大クラブ 羽咋クラブJr 佐久穂スポ少 若狭ＴＴＣ

渡辺柚月 石原悠希 横浜海李 阿部歩果 瀬賀苺花 針山彩優

新発田ジュニア ＳＴＥＰ氷見 川北ｼﾞｭﾆｱ 佐久穂JTC 荒川ジュニア 富山ＡＰＥＸｼﾞｭﾆｱ

浅井穂香 前田もな 宮澤こころ 渡会　宥 金子咲千 村松優奈

新発田ジュニア ミナミラボ 岡谷ジュニア 大宗クラブ つばめジュニア 若狭ＴＴＣ

柴田麗緒 古屋美桜 瀧川さゆき 浅野桃子 加藤愛菜 岡部千愛

トライズＫＪ 須坂JTC 穴水真名井 ＳＴライトニング 卓球スタジオすまいる 大宗ｸﾗﾌﾞ

五十嵐萌香 水橋楓羽 前山結美 松田梨杏 鈴木彩華 山路倖彩

Practice　Jr ＵＯＺＵ．ＪＴＣ 西川クラブ 佐久穂スポ少 かほくｼﾞｭﾆｱ 美浜卓球スポ少

伊藤三緒 黒田怜来 前　芽吹 津田那智 立川伶奈 横江咲奈

フェニックス卓球ク ＳＴライトニング 川北ｼﾞｭﾆｱ フェニックス卓球ク 新大クラブ ＳＴＥＰ氷見

堀本笑那 友野美夢 渋谷芽生 大岩悠乃 蔵竹　玲 佐藤　愛

ミナミラボ 佐久穂JTC 白根アトム ミナミラボ 大宗ｸﾗﾌﾞ つばめジュニア

渡会　宥 金子咲千 村松優奈 浅井穂香 前田もな 宮澤こころ

大宗クラブ つばめジュニア 若狭ＴＴＣ 新発田ジュニア ミナミラボ 岡谷ジュニア

阿部歩果 瀬賀苺花 針山彩優 渡辺柚月 石原悠希 横浜海李

佐久穂JTC 荒川ジュニア 富山ＡＰＥＸｼﾞｭﾆｱ 新発田ジュニア ＳＴＥＰ氷見 川北ｼﾞｭﾆｱ

浅野桃子 加藤愛菜 岡部千愛 柴田麗緒 古屋美桜 瀧川さゆき

ＳＴライトニング 卓球スタジオすまいる 大宗ｸﾗﾌﾞ トライズＫＪ 須坂JTC 穴水真名井

松田梨杏 鈴木彩華 山路倖彩 五十嵐萌香 水橋楓羽 前山結美

佐久穂スポ少 かほくｼﾞｭﾆｱ 美浜卓球スポ少 Practice　Jr ＵＯＺＵ．ＪＴＣ 西川クラブ

大岩悠乃 蔵竹　玲 佐藤　愛 堀本笑那 友野美夢 渋谷芽生

ミナミラボ 大宗ｸﾗﾌﾞ つばめジュニア ミナミラボ 佐久穂JTC 白根アトム

津田那智 立川伶奈 横江咲奈 伊藤三緒 黒田怜来 前　芽吹

フェニックス卓球ク 新大クラブ ＳＴＥＰ氷見 フェニックス卓球ク ＳＴライトニング 川北ｼﾞｭﾆｱ

重田來沙 橋本茉理花 富樫乃愛 高山穂花 濵﨑星見 藤井百英

岡谷ジュニア ミナミラボ Quest新潟クラブ 穂高卓研 ミナミラボ 戸出ジュニア

長谷川実桜 久住加奈 中村美澄 新谷莉央 竹内結花 國竹　凛 澤田珠莉

Ｔ２ジュニア 三条ジュニア 内灘町宮坂ｼﾞｭﾆｱ フェニックス卓球ク 大宗ｸﾗﾌﾞ 穂高卓研 トライズＫＪ

杉本心麗 新野莉紗 谷佐碧渚 杉本來心 森綱ちひろ 山口紗和

フェニックス卓球ク とよさかフェニックス 川北ｼﾞｭﾆｱ フェニックス卓球ク ＵＯＺＵ．ＪＴＣ TABLETENNIS天弓

滝沢美玖 堂下ゆめか 石倉爽帆 吉村日香梨 百瀬帆那 石灰彩世

新大クラブ 大野クラブジュニア なめりかわＴＴＣ Ｔ２ジュニア 楢川スポ少 富山ＡＰＥＸｼﾞｭﾆｱ

高田美宣 岡部美音 出口莉瑚 中川璃乃 武田楓羽 新田見絢葉

羽咋クラブJr 佐久穂スポ少 若狭ＴＴＣ ニュースター 万葉ＪＴＣ 新大クラブ

渡邊　葵 上屋敷莉菜 塩野谷心暖 荒井結羽 佐藤穂佳 尾坂七虹

新発田ジュニア 金津卓球スポ少 中野市体協 ＳＴライトニング OTTC Jr かほくｼﾞｭﾆｱ
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カブ男子　予選リーグ　１２月１２日(日)　大アリーナ
１組 1 2 3 4 得点 順位

1 川畑小次郎 フェニックス卓球ク 福井

2 大八木翔太 松平スポーツ 石川

3 宮川直也 TABLETENNIS天弓 長野

4 苗加結也 我楽卓クラブ 富山

２組 1 2 3 得点 順位

1 柴田優星 ＳＴライトニング 富山

2 宝正凛空 松平スポーツ 石川

3 草野新太 白根アトム 新潟

３組 1 2 3 得点 順位

1 北村　健 つばめジュニア 新潟

2 小野柊太 若狭ＴＴＣ 福井

3 餅川蓮 海峰クラブ 富山

４組 1 2 3 得点 順位

1 菊池大牙 砺波ジュニア 富山

2 巣山虎太郎 楢川スポ少 長野

3 高山勇弥 春江卓球クラブJr 福井

５組 1 2 3 得点 順位

1 丸山俐久 つばめジュニア 新潟

2 小森健太郎 PEACE 石川

3 楽山紫恩 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｒ 富山

６組 1 2 3 得点 順位

1 篠原　新 新発田ジュニア 新潟

2 堀江荘志 丸岡卓球ＪＳＣ 福井

3 草薙直生 須坂卓翔会 長野

７組 1 2 3 得点 順位

1 坪川碧 丸岡卓球ＪＳＣ 福井

2 堀内凛人 つばめジュニア 新潟

3 仁熊旭希 TC軽井沢 長野

　２７コート

　２２コート

　２３コート

　２４コート

　２５コート

　２６コート

　２３コート



８組 1 2 3 得点 順位

1 笹川斗真 白根アトム 新潟

2 松倉悠真 若穂ジュニア 長野

3 西尾拓海 PEACE 石川

９組 1 2 3 得点 順位

1 岡部獅央 大宗ｸﾗﾌﾞ 石川

2 太田風志 フェニックス卓球ク 福井

3 日浦壱綺 白根アトム 新潟

１０組 1 2 3 得点 順位

1 泉田真武 新発田ジュニア 新潟

2 寺井誠弥 砺波ジュニア 富山

3 三輪吏音 フェニックス卓球ク 福井

１１組 1 2 3 得点 順位

1 有元一期 ＳＴライトニング 富山

2 鈴木  旬 大宗ｸﾗﾌﾞ 石川

3 長谷川誠 加茂卓球クラブ 新潟

12組 1 2 3 得点 順位

1 鈴木太尊 かほくｼﾞｭﾆｱ 石川

2 長谷川弦汰 上越CLASSISC 新潟

3 湯浅泰志 ＳＴライトニング 富山

13組 1 2 3 得点 順位

1 土屋俊葵 若穂ジュニア 長野

2 野村吏央 フェニックス卓球ク 福井

3 石灰恭士 富山ＡＰＥＸｼﾞｭﾆｱ 富山

14組 1 2 3 得点 順位

1 峯村奏多 長野JTC 長野

2 工藤　望 新発田ジュニア 新潟

3 福山智仁 フェニックス卓球ク 福井

15組 1 2 3 得点 順位

6 田中琉聖 穴水真名井 石川

2 百瀬煌馬 楢川スポ少 長野

3 福田 晄 戸出ジュニア 富山

　２６コート

　２３コート

　２４コート

　２５コート

　２４コート

　２５コート

　２６コート

　２７コート



川畑小次郎 大八木翔太 宮川直也 苗加結也 北村　健 小野柊太 餅川蓮
フェニックス卓球ク 松平スポーツ TABLETENNIS天弓 我楽卓クラブ つばめジュニア 若狭ＴＴＣ 海峰クラブ

峯村奏多 工藤　望 福山智仁 川畑小次郎 大八木翔太 宮川直也 苗加結也

長野JTC 新発田ジュニア フェニックス卓球ク フェニックス卓球ク 松平スポーツ TABLETENNIS天弓 我楽卓クラブ

田中琉聖 百瀬煌馬 福田 晄 鈴木太尊 長谷川弦汰 湯浅泰志
穴水真名井 楢川スポ少 戸出ジュニア かほくｼﾞｭﾆｱ 上越CLASSISC ＳＴライトニング

岡部獅央 太田風志 日浦壱綺 峯村奏多 工藤　望 福山智仁
大宗ｸﾗﾌﾞ フェニックス卓球ク 白根アトム 長野JTC 新発田ジュニア フェニックス卓球ク

坪川碧 堀内凛人 仁熊旭希 有元一期 鈴木  旬 長谷川誠
丸岡卓球ＪＳＣ つばめジュニア TC軽井沢 ＳＴライトニング 大宗ｸﾗﾌﾞ 加茂卓球クラブ

篠原　新 堀江荘志 草薙直生 岡部獅央 太田風志 日浦壱綺
新発田ジュニア 丸岡卓球ＪＳＣ 須坂卓翔会 大宗ｸﾗﾌﾞ フェニックス卓球ク 白根アトム

笹川斗真 松倉悠真 西尾拓海 菊池大牙 巣山虎太郎 高山勇弥
白根アトム 若穂ジュニア PEACE 砺波ジュニア 楢川スポ少 春江卓球クラブJr

丸山俐久 小森健太郎 楽山紫恩 篠原　新 堀江荘志 草薙直生
つばめジュニア PEACE Ｓｔｕｄｉｏ　Ｒ 新発田ジュニア 丸岡卓球ＪＳＣ 須坂卓翔会

北村　健 小野柊太 餅川蓮 坪川碧 堀内凛人 仁熊旭希
つばめジュニア 若狭ＴＴＣ 海峰クラブ 丸岡卓球ＪＳＣ つばめジュニア TC軽井沢
泉田真武 寺井誠弥 三輪吏音 丸山俐久 小森健太郎 楽山紫恩
新発田ジュニア 砺波ジュニア フェニックス卓球ク つばめジュニア PEACE Ｓｔｕｄｉｏ　Ｒ

鈴木太尊 長谷川弦汰 湯浅泰志 笹川斗真 松倉悠真 西尾拓海
かほくｼﾞｭﾆｱ 上越CLASSISC ＳＴライトニング 白根アトム 若穂ジュニア PEACE
土屋俊葵 野村吏央 石灰恭士 泉田真武 寺井誠弥 三輪吏音
若穂ジュニア フェニックス卓球ク 富山ＡＰＥＸｼﾞｭﾆｱ 新発田ジュニア 砺波ジュニア フェニックス卓球ク

有元一期 鈴木  旬 長谷川誠 田中琉聖 百瀬煌馬 福田 晄
ＳＴライトニング 大宗ｸﾗﾌﾞ 加茂卓球クラブ 穴水真名井 楢川スポ少 戸出ジュニア

柴田優星 宝正凛空 草野新太 土屋俊葵 野村吏央 石灰恭士
ＳＴライトニング 松平スポーツ 白根アトム 若穂ジュニア フェニックス卓球ク 富山ＡＰＥＸｼﾞｭﾆｱ

菊池大牙 巣山虎太郎 高山勇弥 柴田優星 宝正凛空 草野新太
砺波ジュニア 楢川スポ少 春江卓球クラブJr ＳＴライトニング 松平スポーツ 白根アトム

重田沙夏 小辻花音 藤森夏芽 吉田吏佐 西川椿姫 菅澤莉桜 斎藤夢奈
岡谷ジュニア 万葉ＪＴＣ 羽咋クラブJr 戸出ジュニア PEACE JUPIC 村上ジュニア

志田愛珠 田中愛心 川上綾音 嶋田紗和 降旗咲希 池内杏衣
金津卓球スポ少 岡谷ジュニア 上越CLASSISC 新発田ジュニア JUPIC 高見塾
藤澤里帆 入部真白 内田鈴華 丸山涼香 樋口　奏 浜田恵菜
須坂JTC Ｓｔｕｄｉｏ　Ｒ 万葉ＪＴＣ 長野ラージヒルズ 糸魚川ジュニア 三国卓球クラブ

山口美羽 坂東　律 米山柚稀 藤澤里帆 入部真白 内田鈴華
美浜卓球スポ少 チームコスモ 上越CLASSISC 須坂JTC Ｓｔｕｄｉｏ　Ｒ 万葉ＪＴＣ
西川椿姫 菅澤莉桜 斎藤夢奈 袖山陽凪 中村陽菜 土肥杏果莉

PEACE JUPIC 村上ジュニア 新発田ジュニア かほくｼﾞｭﾆｱ 富山ＡＰＥＸｼﾞｭﾆｱ

日浦仁心 田中美帆 松永純怜 小林　楓 上野ひなた 山上璃々花

白根アトム 長野市民病院 羽咋クラブJr ミナミラボ チームコスモ 長野ラージヒルズ

嶋田紗和 降旗咲希 池内杏衣 飯野妃花 德永楓奈 朱　晞喬
新発田ジュニア JUPIC 高見塾 5-1 新発田ジュニア フェニックス卓球ク ＳＴライトニング

袖山陽凪 中村陽菜 土肥杏果莉 重田沙夏 小辻花音 藤森夏芽 吉田吏佐
新発田ジュニア かほくｼﾞｭﾆｱ 富山ＡＰＥＸｼﾞｭﾆｱ 岡谷ジュニア 万葉ＪＴＣ 羽咋クラブJr 戸出ジュニア

小林　楓 上野ひなた 山上璃々花 新谷真奈 中村美咲 横浜佑海
ミナミラボ チームコスモ 長野ラージヒルズ フェニックス卓球ク ブルースカイジュニア 川北ｼﾞｭﾆｱ

塩崎愛梨 中野心晴 山下紗希 志田愛珠 田中愛心 川上綾音
かほくｼﾞｭﾆｱ JUPIC 海峰クラブ 金津卓球スポ少 岡谷ジュニア 上越CLASSISC

丸山涼香 樋口　奏 浜田恵菜 塩崎愛梨 中野心晴 山下紗希
長野ラージヒルズ 糸魚川ジュニア 三国卓球クラブ かほくｼﾞｭﾆｱ JUPIC 海峰クラブ

飯野妃花 德永楓奈 朱　晞喬 山口美羽 坂東　律 米山柚稀
新発田ジュニア フェニックス卓球ク ＳＴライトニング 美浜卓球スポ少 チームコスモ 上越CLASSISC

新谷真奈 中村美咲 横浜佑海 日浦仁心 田中美帆 松永純怜
フェニックス卓球ク ブルースカイジュニア 川北ｼﾞｭﾆｱ 白根アトム 長野市民病院 羽咋クラブJr

6-2

5-1

1-8

3-3

2-8

2-7

2-6

2-5

1-14

1-13

1-12

1-11

1-10

1-9

3-4

7-2 9-2

4-1 2-1

1-2

1-1

15-2 12-2

3-1

9-1 14-1

1-2

7-2

カブ女子　　決勝トーナメント

5-2

1-5

12-1 8-2

3-2

13-1

9-2

1-3

4-2

12-1 10-1

6-2

12-213-1

10-1

1-6

11-2 15-1

2-4

2-2 13-2

4-1 2-1

1-7

7-1

2-3

10-2

カブ男子　　決勝トーナメント

3-1

10-2 8-2

1-1

8-1 4-2

4-1 4-2

5-1 6-1

1-4

3-2

1-1 3-1

2-1

14-2

11-1

2-2

2-2 6-1

3-2

7-1

5-1 1-2

8-1

5-2

11-2 13-2

9-1 11-1

2-7

2-4

2-5

2-6

2-8

3-1

4-1

3-2 3-4

3-3

4-2

2-1

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

2-2

2-3



カブ女子　予選リーグ　１２月１２日(日)　大アリーナ

１組 1 2 3 4 得点 順位

1 重田沙夏 岡谷ジュニア 長野

2 小辻花音 万葉ＪＴＣ 福井

3 藤森夏芽 羽咋クラブJr 石川

4 吉田吏佐 戸出ジュニア 富山

２組 1 2 3 得点 順位

1 日浦仁心 白根アトム 新潟

2 田中美帆 長野市民病院 長野

3 松永純怜 羽咋クラブJr 石川

３組 1 2 3 得点 順位

1 西川椿姫 PEACE 石川

2 菅澤莉桜 JUPIC 長野

3 斎藤夢奈 村上ジュニア 新潟

４組 1 2 3 得点 順位

1 新谷真奈 フェニックス卓球ク 福井

2 中村美咲 ブルースカイジュニア 新潟

3 横浜佑海 川北ｼﾞｭﾆｱ 石川

５組 1 2 3 得点 順位

1 袖山陽凪 新発田ジュニア 新潟

2 中村陽菜 かほくｼﾞｭﾆｱ 石川

3 土肥杏果莉 富山ＡＰＥＸｼﾞｭﾆｱ 富山

６組 1 2 3 得点 順位

1 小林　楓 ミナミラボ 福井

2 上野ひなた チームコスモ 富山

3 山上璃々花 長野ラージヒルズ 長野

７組 1 2 3 得点 順位

1 飯野妃花 新発田ジュニア 新潟

2 德永楓奈 フェニックス卓球ク 福井

3 朱　晞喬 ＳＴライトニング 富山

２８コート

３０コート

３０コート

２９コート

３１コート

３２コート

２９コート



８組 1 2 3 得点 順位

1 嶋田紗和 新発田ジュニア 新潟

2 降旗咲希 JUPIC 長野

3 池内杏衣 高見塾 富山

９組 1 2 3 得点 順位

1 山口美羽 美浜卓球スポ少 福井

2 坂東　律 チームコスモ 富山

3 米山柚稀 上越CLASSISC 新潟

１０組 1 2 3 得点 順位

1 志田愛珠 金津卓球スポ少 福井

2 田中愛心 岡谷ジュニア 長野

3 川上綾音 上越CLASSISC 新潟

１１組 1 2 3 得点 順位

1 藤澤里帆 須坂JTC 長野

2 入部真白 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｒ 富山

3 内田鈴華 万葉ＪＴＣ 福井

１２組 1 2 3 得点 順位

1 塩崎愛梨 かほくｼﾞｭﾆｱ 石川

2 中野心晴 JUPIC 長野

3 山下紗希 海峰クラブ 富山

13組 1 2 3 得点 順位

1 丸山涼香 長野ラージヒルズ 長野

2 樋口　奏 糸魚川ジュニア 新潟

3 浜田恵菜 三国卓球クラブ 福井

３１コート

３２コート

２９コート

３０コート

３１コート

３２コート



１組 1 2 3 4 得点 順位

1 重田柊介 岡谷ジュニア 長野

2 植木陽大 大宗ｸﾗﾌﾞ 石川

3 清水瑛太 鯖江王山Jr卓球ク 福井

4 福田  惺 戸出ジュニア 富山

２組 1 2 3 4 得点 順位

1 平塚  亘 フェニックス卓球ク 福井

2 濵　柊哉 JUPIC 長野

3 松永朱生 羽咋クラブJr 石川

4 沢井 湊 ＳＴライトニング 富山

３組 1 2 3 得点 順位

1 岡本蓮太郎 Practice　Jr 石川

2 楽山碧斗 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｒ 富山

3 磯谷　悠 糸魚川ジュニア 新潟

４組 1 2 3 得点 順位

1 長谷川丈 加茂卓球クラブ 新潟

2 川嶋琉生 長野ラージヒルズ 長野

3 北井慎二 档の会 石川

５組 1 2 3 得点 順位

1 鈴木貫太 ミナミラボ 福井

2 鮎沢智輝 長野ラージヒルズ 長野

3 田口　輝 深才TTC 新潟

6組 1 2 3 得点 順位

1 籠島勇太 新大クラブ 新潟

2 杉田久輝 ミナミラボ 福井

3 荒井奏人 ＳＴライトニング 富山

バンビ男子　　１２月１２日(日)　　大アリーナ

４コート

1コート

1コート

　２コート

　２コート

３コート



１組 1 2 3 4 得点 順位

1 小松佳楠 Quest新潟クラブ 新潟

2 菅澤結月 JUPIC 長野

3 松川彩夏 川北ｼﾞｭﾆｱ 石川

4 金森彩実 戸出ジュニア 富山

２組 1 2 3 4 得点 順位

1 前田みこ ミナミラボ 福井

2 中村菜月 かほくｼﾞｭﾆｱ 石川

3 草薙咲綾 須坂卓翔会 長野

4 金森乃愛 ＢＬＡＮＫ. 富山

３組 1 2 3 得点 順位

1 渡会梛都 大宗ｸﾗﾌﾞ 石川

2 浅井桃香 新発田ジュニア 新潟

3 清田　遥 なめりかわＴＴＣ 富山

４組 1 2 3 得点 順位

1 森　陽菜乃 長野ラージヒルズ 長野

2 芳賀紬月 新大クラブ 新潟

3 武田紗矢 美浜卓球スポ少 福井

５組 1 2 3 得点 順位

1 福山陽菜 フェニックス卓球ク 福井

2 渡辺菜月 新発田ジュニア 新潟

3 西尾愛莉 PEACE 石川

6組 1 2 3 得点 順位

1 本間あやめ 新発田ジュニア 新潟

2 坂田裕菜 丸岡卓球ＪＳＣ 福井

3 角谷那奈 Shiny 長野

バンビ女子　　１２月１２日(日)　

８コート

　４コート

５コート

６コート

７コート

　３コート



重田柊介 植木陽大 清水瑛太 福田  惺 岡本蓮太郎 楽山碧斗 磯谷　悠

岡谷ジュニア 大宗ｸﾗﾌﾞ 鯖江王山Jr卓球ク 戸出ジュニア Practice　Jr Ｓｔｕｄｉｏ　Ｒ 糸魚川ジュニア

岡本蓮太郎 楽山碧斗 磯谷　悠 重田柊介 植木陽大 清水瑛太 福田  惺

Practice　Jr Ｓｔｕｄｉｏ　Ｒ 糸魚川ジュニア 岡谷ジュニア 大宗ｸﾗﾌﾞ 鯖江王山Jr卓球ク 戸出ジュニア

籠島勇太 杉田久輝 荒井奏人 籠島勇太 杉田久輝 荒井奏人

新大クラブ ミナミラボ ＳＴライトニング 新大クラブ ミナミラボ ＳＴライトニング

鈴木貫太 鮎沢智輝 田口　輝 鈴木貫太 鮎沢智輝 田口　輝

ミナミラボ 長野ラージヒルズ 深才TTC ミナミラボ 長野ラージヒルズ 深才TTC

平塚  亘 濵　柊哉 松永朱生 沢井 湊 長谷川丈 川嶋琉生 北井慎二

フェニックス卓球ク JUPIC 羽咋クラブJr ＳＴライトニング 加茂卓球クラブ 長野ラージヒルズ 档の会

長谷川丈 川嶋琉生 北井慎二 平塚  亘 濵　柊哉 松永朱生 沢井 湊

加茂卓球クラブ 長野ラージヒルズ 档の会 フェニックス卓球ク JUPIC 羽咋クラブJr ＳＴライトニング

小松佳楠 菅澤結月 松川彩夏 金森彩実 渡会梛都 浅井桃香 清田　遥

Quest新潟クラブ JUPIC 川北ｼﾞｭﾆｱ 戸出ジュニア 2-1 2-3 大宗ｸﾗﾌﾞ 新発田ジュニア なめりかわＴＴＣ

渡会梛都 浅井桃香 清田　遥 小松佳楠 菅澤結月 松川彩夏 金森彩実

大宗ｸﾗﾌﾞ 新発田ジュニア なめりかわＴＴＣ 1-1 1-3 Quest新潟クラブ JUPIC 川北ｼﾞｭﾆｱ 戸出ジュニア

本間あやめ 坂田裕菜 角谷那奈 本間あやめ 坂田裕菜 角谷那奈

新発田ジュニア 丸岡卓球ＪＳＣ Shiny 3-1 3-2 新発田ジュニア 丸岡卓球ＪＳＣ Shiny

福山陽菜 渡辺菜月 西尾愛莉
4-1

福山陽菜 渡辺菜月 西尾愛莉

フェニックス卓球ク 新発田ジュニア PEACE 1-2 1-4 フェニックス卓球ク 新発田ジュニア PEACE

前田みこ 中村菜月 草薙咲綾 金森乃愛 森　陽菜乃 芳賀紬月 武田紗矢

ミナミラボ かほくｼﾞｭﾆｱ 須坂卓翔会 ＢＬＡＮＫ. 2-2 2-4 長野ラージヒルズ 新大クラブ 美浜卓球スポ少

森　陽菜乃 芳賀紬月 武田紗矢 前田みこ 中村菜月 草薙咲綾 金森乃愛

長野ラージヒルズ 新大クラブ 美浜卓球スポ少 ミナミラボ かほくｼﾞｭﾆｱ 須坂卓翔会 ＢＬＡＮＫ.

2-3

3-1 3-2

2-4

1-4

3-2

6-2 6-1

1-2

4-1 2-1

2-2 4-2

5-1 5-2

4-2

1-3

1-2

2-2

1-1 3-1

バンビ男子　　決勝トーナメント

バンビ女子　　決勝トーナメント

3-1

3-2 1-2

1-1

2-1

1-1

5-25-1

6-16-2

4-1

2-1

2-2

4-1


