
諸連絡 
 
今回、東北福祉大学８名、聖和学園高等学校６名、聖ウルスラ学院英智高等

学校４名の選手に参加協力をいただいております。 

Ａブロックの選手は、指定コート（１～１８コート）に上記の選手を配置し

ますので、決められた３～４試合を行います。終了後は１～９コートで交替で試

合をしてもらいます。Ａブロックの選手は男女を問いませんので積極的に申し

込んで試合をしてください。 

Ｂ、Ｃブロックにつきましては、５～６人の３ゲームスマッチのリーグ戦を

行います。次の順番に当たっている人は、２人で審判をしてください。終了した

リーグから申込試合を行ってください。 
午後からは、ダブルス希望のチームはリーグ戦（５チーム）を行います。一

つのリーグで２コートを使用しますが、どちらかの試合が終了した時点でもう

片方の試合も終了して、次の試合を行ってください。但し、ポイントが８－８以

降であれば試合を続けてください。 
シングルスの選手は指定されたコートで引き続き申込試合を行ってくださ

い。 

 
1. 第一試合がある選手は速やかに指定されたコートに入ってください。 
2. 午前中の試合は１１時５０分までです。その後の試合は入らないでください。 

3. それ以降は、基本は審判した人が次の試合をします。審判終了後はそのコー

トの前に立って対戦相手が来るまで待機していてください。 

もし対戦したい相手がいれば事前に申し合わせして、どちらがが審判をして

からそのコートで試合を行ってください。 

4. 午後の部は、午後１時から試合を開始いたします。１０分前から準備をお願

いいたします。 

5. 最終試合は午後３時４０分です。その後の試合は入らないでください。 

 
※ダブルスは当日でも参加可能です。 



1 東北福祉大学 加藤　優一 右 攻撃 裏裏

2 東北福祉大学 吉澤　寅泰 右 攻撃 裏裏

3 東北福祉大学 臼井　健次郎 右 攻撃 裏裏

4 東北福祉大学 清水　大洋 右 攻撃 裏裏

5 聖和学園高等学校 二上　楽叶 右 攻撃 裏裏

6 聖和学園高等学校 岩渕　聖 左 攻撃 裏裏

1 東北福祉大学 松浦　咲くら 右 攻撃 裏裏

2 東北福祉大学 中川　優花 左 攻撃 裏裏

3 東北福祉大学 本間　結衣 右 攻撃 裏裏

4 東北福祉大学 上島　ゆうり 右 攻撃 裏裏

5 聖和学園高等学校 相澤　琴美 右 攻撃 裏裏

6 聖和学園高等学校 相澤　瑞那 右 攻撃 裏裏

7 聖和学園高等学校 鈴木　美友樹 右 攻撃 裏裏

8 聖和学園高等学校 佐々木　歩花 右 攻撃 表ツブ

9 聖ウルスラ学院英智高等学校 三浦　亜加莉 右 カット 裏表

10 聖ウルスラ学院英智高等学校 福原　亜希 右 攻撃 裏ツブ

11 聖ウルスラ学院英智高等学校 藤門　凛果 右 カット 裏表

12 聖ウルスラ学院英智高等学校 佐藤　愛果 右 カット 裏裏

男子選手紹介

女子選手紹介



1 若柳クラブ 宮城県 小野寺　拓海 1 若柳クラブ 宮城県 伊藤　海翔 1 若柳クラブ 宮城県 阿部　純士

2 若柳クラブ 宮城県 髙橋　直人 2 若柳クラブ 宮城県 遠藤　俐玖 2 若柳クラブ 宮城県 岩淵　 惺也

3 若柳クラブ 宮城県 菅原　晨生 3 若柳クラブ 宮城県 三浦　瞬 3 佐沼 宮城県 阿部　涼太

4 若柳クラブ 宮城県 奥澤　流貴 4 松山三本木 宮城県 及川　颯太 4 佐沼 宮城県 鈴木　爽太

5 松山三本木 宮城県 伊藤　颯 5 松山三本木 宮城県 川岸　裕翔 5 佐沼 宮城県 加藤　彪雅

6 松山三本木 宮城県 伊藤　大真 6 松山三本木 宮城県 青木　暖真 6 佐沼 宮城県 遠藤　唯月

7 松山三本木 宮城県 小山　立樹 7 佐沼 宮城県 尾形　夢來 7 仙台中田 宮城県 立花　悠成

8 松山三本木 宮城県 齋田　琉樹 8 佐沼 宮城県 伊藤　早吾 8 仙台中田 宮城県 紺野　陸斗

9 佐沼 宮城県 本間　拓 9 佐沼 宮城県 冨士原　玲音 9 仙台中田 宮城県 齋藤　駿明

10 佐沼 宮城県 佐藤　伶 10 佐沼 宮城県 鎌田　琉朱 10 仙台中田 宮城県 伊東　優

11 T.E.C花巻 岩手県 中村　史門 11 佐沼 宮城県 工藤　大空 11 T.E.C花巻 岩手県 菊池　寛人

12 T.E.C花巻 岩手県 高橋　成愛 12 佐沼 宮城県 末永　真士 12 志波姫 岩手県 相馬　優司

13 T.E.C花巻 岩手県 伊藤　慶信 13 仙台中田 宮城県 飯田　楓太 13 志波姫 宮城県 白鳥　優斗

14 西中田M・C 宮城県 渥美　楓 14 仙台中田 宮城県 伊藤　優吾 14 しわひめスSC 宮城県 鈴木　陽喜

15 南光ｼﾞｭﾆｱ 宮城県 藤澤  陽輝 15 仙台中田 宮城県 川村　泰毅 15 にこにこ卓球 岩手県 小野寺　優斗

16 志波姫 宮城県 大河原　聖 16 仙台中田 宮城県 小関　匠 16 にこにこ卓球 岩手県 佐藤　優輝

17 志波姫 宮城県 小野寺　優 17 T.E.C花巻 岩手県 田中　皓大 17 田尻 宮城県 齋藤　翔太

18 志波姫 宮城県 伊藤　悠浬 18 T.E.C花巻 岩手県 斉藤　聖 18 田尻 宮城県 大谷　海翔

19 やくわクラブ 山形県 伊賀　大和 19 西中田M・C 宮城県 渥美　晴久 19 田尻 宮城県 佐藤　碧葉

20 田尻 宮城県 出雲　瑞樹 20 西中田M・C 宮城県 渥美　瑞樹 20 田尻 宮城県 田原　元気

21 多賀城 宮城県 橋本　孝太郎 21 大仙Jr. 秋田県 播摩 翔空 21 田尻 宮城県 久我　賢生

22 築館 宮城県 小野寺  峻哉 22 大仙Jr. 秋田県 加藤 駿里 22 瀬峰クラブ 宮城県 小野寺 望夢

23 築館 宮城県 弦木  悠　 23 南光ｼﾞｭﾆｱ 宮城県 長谷川  慈篤 23 登米中田 宮城県 西條　拓海

24 錦桜紅羅舞 宮城県 阿部　鴻憲　 24 南光ｼﾞｭﾆｱ 宮城県 三浦　樹稀 24 登米中田 宮城県 木村　友亮

25 錦桜紅羅舞 宮城県 伊澤　知樹 25 しわひめスSC 宮城県 小野寺　一心 25 登米中田 宮城県 首藤　康介

26 錦桜紅羅舞 宮城県 及川　陽介 26 しわひめスSC 宮城県 大下　結斗 26 登米中田 宮城県 鈴木　瑠栞

27 武士51 岩手県 吉田翔太 27 若松クラブ 岩手県 阿部　心之丞 27 登米中田 宮城県 髙橋　那綸

28 武士51 岩手県 吉田　悠翔 28 田尻 宮城県 酒井　走和 28 登米中田 宮城県 須藤　煌太

29 北仙台RISE Jr. 宮城県  鹿野　康平 29 田尻 宮城県 氏家　眞優 29 登米中田 宮城県 猪俣　裕真

30 仙台卓球センター 宮城県 川村 壮大 30 田尻 宮城県 岩井　遥斗 30 登米中田 宮城県 佐藤　實城

31 仙台卓球センター 宮城県 平塚 結渉 31 田尻 宮城県 宮内　聡太 31 登米中田 宮城県 千葉　連

32 仙台卓球センター 宮城県 泉田 陸駆 32 田尻 宮城県 佐々木　優人 32 登米中田 宮城県 三浦　夕星

33 洋野卓球クラブ 岩手県 南 優翔 33 築館 宮城県 曽根  拓翔 33 北仙台RISE Jr. 宮城県  松根　颯汰

34 石鳥谷スポ少 岩手県 八重樫　遥斗 34 築館 宮城県 金野  洋人

35 鈴木卓研 宮城県  鈴木    颯汰 35 築館 宮城県 氏家  涼

36 仙台中田 宮城県 氏家　大輝 36 築館 宮城県 三浦  琉聖

37 登米中田 宮城県 小野寺　瑛太 37 瀬峰クラブ 宮城県 佐藤 晃希

38 田尻 宮城県 髙橋　優大 38 錦桜紅羅舞 宮城県 笹舘　悠真

39 登米中田 宮城県 佐々木　翼

40 登米中田 宮城県 阿部　龍之介

41 登米中田 宮城県 三浦　宏太

42 登米中田 宮城県 小野寺　大和

43 登米中田 宮城県 日野　太智

44 登米中田 宮城県 佐藤　優真

45 登米中田 宮城県 菅野　暖斗

46 登米中田 宮城県 菊田　桔平

47 北仙台RISE Jr. 宮城県 中本　光太

48 北仙台RISE Jr. 宮城県 遠藤　海惺

男子Ａブロック 男子Ｂブロック 男子Ｃブロック

男子ブロック表



1 若柳クラブ 宮城県 久保田　夏奈 1 松山三本木 宮城県 齋藤　七夏 1 若柳クラブ 宮城県 菊地　くるみ

2 若柳クラブ 宮城県 菅原　愛莉 2 松山三本木 宮城県 中川　心音 2 若柳クラブ 宮城県 鈴木　陽花莉

3 若柳クラブ 宮城県 鈴木　友莉亜 3 松山三本木 宮城県 齋田　莉子 3 松山三本木 宮城県 佐藤　零南

4 若柳クラブ 宮城県 高橋 悠芭 4 松山三本木 宮城県 平賀　里菜 4 松山三本木 宮城県 佐々木　響

5 若柳クラブ 宮城県 増子 杏菜 5 松山三本木 宮城県 畠山　紗雪 5 松山三本木 宮城県 堀籠　こころ

6 松山三本木 宮城県 中川　明音 6 松山三本木 宮城県 渡邉　みお 6 松山三本木 宮城県 久本　あさひ

7 松山三本木 宮城県 小泉　陽花 7 佐沼 宮城県 水間　未祥 7 松山三本木 宮城県 佐々木　奏

8 松山三本木 宮城県 千葉　風花 8 佐沼 宮城県 菅原　楓 8 佐沼 宮城県 佐藤　遙香

9 松山三本木 宮城県 佐々木　栞奈 9 佐沼 宮城県 石川　はるか 9 佐沼 宮城県 芳賀　菜々美

10 松山三本木 宮城県 大沼　愛 10 佐沼 宮城県 鈴木　莉音 10 佐沼 宮城県 木川田　陽菜

11 佐沼 宮城県 上野　莉緒 11 佐沼 宮城県 後藤　桃佳 11 佐沼 宮城県 石川　香帆

12 T.E.C花巻 岩手県 八重樫　恵 12 佐沼 宮城県 熊谷　爽 12 佐沼 宮城県 高森　美憂

13 T.E.C花巻 岩手県 高橋　美晴 13 仙台中田 宮城県 蓬田　琴子 13 佐沼 宮城県 千葉　愛実

14 T.E.C花巻 岩手県 高橋　樹里 14 南光ｼﾞｭﾆｱ 宮城県 浅野  稔梨 14 佐沼 宮城県 御園　ひめか

15 T.E.C花巻 岩手県 斉藤　凛空 15 志波姫 宮城県 佐々木　江梨 15 仙台中田 宮城県 立花　美優

16 T.E.C花巻 岩手県 中村　心春 16 志波姫 宮城県 冨田　結咲 16 仙台中田 宮城県 小澤　梨乃

17 岩出山 宮城県 佐々木　愛珠 17 豊里 宮城県 藤村 ゆう 17 南光ｼﾞｭﾆｱ 宮城県 熊谷  ななこ

18 南光ｼﾞｭﾆｱ 宮城県 八島  多佳子 18 花泉 岩手県 千葉　晴代 18 南光ｼﾞｭﾆｱ 宮城県 長谷川  寧子

19 志波姫 宮城県 一戸　瞳 19 花泉 岩手県 菅原　心那 19 志波姫 宮城県 有路　千寛

20 志波姫 宮城県 小野寺　百華 20 花泉 岩手県 小野寺　寧々 20 志波姫 宮城県 一戸　瑞穂

21 花泉 岩手県 熊谷　莉奈 21 花泉 岩手県 佐々木　真希 21 しわひめSC 宮城県 小野寺　美実

22 登米中田 宮城県 佐々木　あおい 22 花泉 岩手県 千葉　碧依 22 花泉 岩手県 千葉　菜々美

23 城東 岩手県 佐藤　詩華 23 登米中田 宮城県 佐々木　萌杏 23 花泉 岩手県 小野寺　美佳

24 河南 岩手県 吉田　結 24 登米中田 宮城県 熊谷　倫 24 花泉 岩手県 高橋　美來

25 花巻 岩手県 高橋　心愛 25 登米中田 宮城県 猪又　ゆな 25 花泉 岩手県 中村　れおな

26 錦桜紅羅舞 宮城県 三浦　和奏 26 登米中田 宮城県 五安城　真菜 26 にこにこ卓球 岩手県 小野寺　莉里

27 武士51 岩手県 吉田真桜 27 登米中田 宮城県 佐々木　麻花 27 にこにこ卓球 岩手県 小野寺　凜々

28 武士51 岩手県 川田　菜緒 28 登米中田 宮城県 千葉　穂花 28 にこにこ卓球 岩手県  皆川　芽生

29 武士51 岩手県 齋藤　友香 29 一関卓心 岩手県 熊谷　留奈 29 登米中田 宮城県 菅原　あすか

30 武士51 岩手県 大森　美沙 30 田尻 宮城県 佐々木　あすか 30 登米中田 宮城県 熊谷　華憐

31 北仙台RISE Jr. 宮城県 佐藤　凜 31 築館 宮城県  船山  藍 31 登米中田 宮城県 山内　結衣

32 北仙台RISE Jr. 宮城県 峰岡　來未 32 築館 宮城県 白鳥  菜々 32 瀬峰クラブ 宮城県 菅野 清音

33 洋野卓球クラブ 岩手県 南 芹那 33 築館 宮城県 平間  美咲 33 瀬峰クラブ 宮城県 佐々木 葵

34 石鳥谷スポ少 岩手県 八重樫　萌花 34 築館 宮城県 白鳥  冴

35 築館 宮城県 今野  愛渚

36 錦桜紅羅舞 宮城県 山端　かぐら

女子Ａブロック 女子Ｂブロック 女子Ｃブロック

女子ブロック表



※固定選手からゲームカウント２－０で負けた場合はそれで試合を終了してください。１－１で引き分けあるいは２－０で勝ってる場合は５ゲームスマッチで行ってください。

コート

1 加藤　優一 東北福祉 伊藤　颯 松山三本木 吉田　翔太 武士51  鹿野　康平 北仙台RISE Jr. 佐藤　伶 佐沼

2 臼井　健次郎 東北福祉 南 優翔 洋野卓球クラブ 髙橋　直人 若柳クラブ 伊藤　大真 松山三本木 小山　立樹 松山三本木

3 二上　楽叶 聖和 伊賀　大和 やくわクラブ 川村 壮大 仙台卓球センター 小野寺  峻哉 築館 本間　拓 佐沼

4 松浦　咲くら 東北福祉 佐々木　愛珠 岩出山 峰岡　來未 北仙台RISE Jr. 鈴木　友莉亜 若柳クラブ 齋田　琉樹 松山三本木

5 本間　結衣 東北福祉 八重樫　萌花 石鳥谷スポ少 佐々木　あおい 登米中田 千葉　風花 松山三本木 小野寺　優 志波姫

6 相澤　琴美 聖和 吉田　真桜 武士51 八島  多佳子 南光ｼﾞｭﾆｱ 小野寺　百華 志波姫 出雲　瑞樹 田尻

7 鈴木　美友樹 聖和 中川　明音 松山三本木 熊谷　莉奈 花泉 菅原　愛莉 若柳クラブ 橋本　孝太郎 多賀城

8 三浦　亜加莉 ウルスラ 高橋　心愛 花巻 斉藤　凛空 T.E.C花巻 増子 杏菜 若柳クラブ 弦木  悠　 築館

9 藤門　凛果 ウルスラ 佐藤　凜 北仙台RISE Jr. 齋藤　友香 武士51 佐々木　栞奈 松山三本木 吉田　悠翔 武士51

10 吉澤　寅泰 東北福祉 八重樫　遥斗 石鳥谷スポ少 高橋　成愛 T.E.C花巻  鈴木    颯汰 鈴木卓研 伊澤　知樹 錦桜紅羅舞

11 清水　大洋 東北福祉 阿部　鴻憲　 錦桜紅羅舞 渥美　楓 西中田M・C 大河原　聖 志波姫 伊藤　慶信 T.E.C花巻

12 岩渕　聖 聖和 中村　史門 T.E.C花巻 藤澤  陽輝 南光ｼﾞｭﾆｱ 氏家　大輝 仙台中田 及川　陽介 錦桜紅羅舞

13 中川　優花 東北福祉 八重樫　恵 T.E.C花巻 三浦　和奏 錦桜紅羅舞 大沼　愛 松山三本木 平塚 結渉 仙台卓球センター

14 上島　ゆうり 東北福祉 佐藤　詩華 城東 小泉　陽花 松山三本木 上野　莉緒 佐沼 泉田 陸駆 仙台卓球センター

15 相澤　瑞那 聖和 吉田　結 河南 大森　美沙 武士51 中村　心春 T.E.C花巻 小野寺　瑛太 登米中田

16 佐々木　歩花 聖和 高橋　美晴 T.E.C花巻 南 芹那 洋野卓球クラブ 高橋 悠芭 若柳クラブ 髙橋　優大 田尻

17 福原　亜希 ウルスラ 一戸　瞳 志波姫 高橋　樹里 T.E.C花巻 小野寺　拓海 若柳クラブ 伊藤　悠浬 志波姫

18 佐藤　愛果 ウルスラ 久保田　夏奈 若柳クラブ 川田　菜緒 武士51 菅原　晨生 若柳クラブ 奥澤　流貴 若柳クラブ

※４回目の待機の選手は以下の順番（３ゲームスマッチ）で試合を行ってください。

19 佐藤　伶 佐沼 小山　立樹 松山三本木 小野寺　瑛太 登米中田 髙橋　優大 田尻

20 平塚 結渉 仙台卓球センター 伊澤　知樹 錦桜紅羅舞 本間　拓 佐沼 出雲　瑞樹 田尻

21 伊藤　慶信 T.E.C花巻 橋本　孝太郎 多賀城 及川　陽介 錦桜紅羅舞 齋田　琉樹 松山三本木

22 小野寺　優 志波姫 泉田 陸駆 仙台卓球センター 吉田　悠翔 武士51 弦木  悠　 築館

※上記試合の終了後は以下のコート割当になります。

コート

1 加藤　優一 東北福祉 吉澤　寅泰 東北福祉

2 臼井　健次郎 東北福祉 清水　大洋 東北福祉

3 二上　楽叶 聖和 岩渕　聖 聖和

4 松浦　咲くら 東北福祉 中川　優花 東北福祉

5 本間　結衣 東北福祉 上島　ゆうり 東北福祉

6 相澤　琴美 聖和 相澤　瑞那 聖和

7 鈴木　美友樹 聖和 佐々木　歩花 聖和

8 三浦　亜加莉 ウルスラ 福原　亜希 ウルスラ

9 藤門　凛果 ウルスラ 佐藤　愛果 ウルスラ

14

15

16

17

18

10

11

12

13

19

20

21

22

Ａブロック

固定選手 １回目 ２回目 ３回目 ４回目

１回目 ２回目

固定選手（交代で試合をしてください）

Ａブロック女子（５ゲームスマッチ）

Ａブロック男子（５ゲームスマッチ）

コート ブロック コート ブロック コート ブロック コート ブロック

1 10 19 28

2 11 20 29

3 12 21 30

4 13 22 31

5 14 23 32

6 15 24 33

7 16 25 34

8 17 26 35

9 18 27 36
女子

Ｂブロック

コート ブロック コート ブロック

37 43

38 44

39 45

40 46

41 47

42 48

男子
Ｃブロック

女子
Ｃブロック

女子
Ｂブロック

男子
Ａブロック

男子
Ｂブロック

コート割り

サブアリーナ

メインアリーナ

固定コート

男子
Ａブロック

女子
Ａブロック



1 佐々木　萌杏 登米中田 1 飯田　楓太 仙台中田

2 千葉　晴代 花泉 2 宮内　聡太 田尻

3  船山  藍 築館 3 及川　颯太 松山三本木

4 水間　未祥 佐沼 4 尾形　夢來 佐沼

5 齋藤　七夏 松山三本木 5 阿部　龍之介 登米中田

6 蓬田　琴子 仙台中田 6 播摩 翔空 大仙Jr.

1 中川　心音 松山三本木 1 三浦　宏太 登米中田

2 白鳥  菜々 築館 2 岩井　遥斗 田尻

3 浅野  稔梨 南光ｼﾞｭﾆｱ 3 青木　暖真 松山三本木

4 熊谷　倫 登米中田 4 伊藤　優吾 仙台中田

5 佐々木　江梨 志波姫 5 佐藤 晃希 瀬峰クラブ

6 菅原　楓 佐沼 6 末永　真士 佐沼

1 菅原　心那 花泉 1 曽根  拓翔 築館

2 石川　はるか 佐沼 2 小野寺　大和 登米中田

3 齋田　莉子 松山三本木 3 中本　光太 北仙台RISE Jr.

4 猪又　ゆな 登米中田 4 伊藤　早吾 佐沼

5 熊谷　留奈 一関卓心 5 川村　泰毅 仙台中田

6 佐々木　あすか 田尻 6 三浦　樹稀 南光ｼﾞｭﾆｱ

1 平間  美咲 築館 1 笹舘　悠真 錦桜紅羅舞

2 平賀　里菜 松山三本木 2 鎌田　琉朱 佐沼

3 鈴木　莉音 佐沼 3 阿部　心之丞 若松クラブ

4 小野寺　寧々 花泉 4 日野　太智 登米中田

5 白鳥  冴 築館 5 遠藤　俐玖 若柳クラブ

6 五安城　真菜 登米中田 6 金野  洋人 築館

1 佐々木　真希 花泉 1 小野寺　一心 しわひめスSC

2 冨田　結咲 志波姫 2 氏家  涼 築館

3 佐々木　麻花 登米中田 3 小関　匠 仙台中田

4 藤村 ゆう 豊里 4 佐藤　優真 登米中田

5 後藤　桃佳 佐沼 5 渥美　晴久 西中田M・C

6 渡邉　みお 松山三本木 6 長谷川  慈篤 南光ｼﾞｭﾆｱ

1 畠山　紗雪 松山三本木 1 酒井　走和 田尻

2 今野  愛渚 築館 2 田中　皓大 T.E.C花巻

3 千葉　穂花 登米中田 3 菅野　暖斗 登米中田

4 千葉　碧依 花泉 4 川岸　裕翔 松山三本木

5 山端　かぐら 錦桜紅羅舞 5 遠藤　海惺 北仙台RISE Jr.

6 熊谷　爽 佐沼 6 渥美　瑞樹 西中田M・C

1 佐々木　翼 登米中田 1 工藤　大空 佐沼

2 斉藤　聖 T.E.C花巻 2 加藤 駿里 大仙Jr.

3 冨士原　玲音 佐沼 3 菊田　桔平 登米中田

4 伊藤　海翔 若柳クラブ 4 三浦　瞬 若柳クラブ

5  大下　結斗 しわひめスSC 5 三浦  琉聖 築館

6 佐々木　優人 田尻 6 氏家　眞優 田尻

３３コート

Ｂブロック（３ゲームスマッチ）
※次のゲームの選手２人で審判をしてください。

終了後はお互いに申し込み試合（３ゲームスマッチ）を行ってください。
女子（２３～２８コート）　　男子（２９～３６コート）

３４コート

３５コート

２３コート

２４コート

２５コート

２６コート

２７コート

36コート

２８コート

２９コート

３０コート

３１コート

３２コート



1 佐藤　遙香 佐沼 1 西條　拓海 登米中田

2 佐藤　零南 松山三本木 2 岩淵　 惺也 若柳クラブ

3 菊地　くるみ 若柳クラブ 3 立花　悠成 仙台中田

4 立花　美優 仙台中田 4 佐藤　碧葉 田尻

5 小野寺　莉里 にこにこ卓球 5 菊池　寛人 T.E.C花巻

6 御園　ひめか 佐沼 6 佐藤　實城 登米中田

1 千葉　菜々美 花泉 1 相馬　優司 志波姫

2 芳賀　菜々美 佐沼 2 木村　友亮 登米中田

3 熊谷　華憐 登米中田 3 阿部　純士 若柳クラブ

4 有路　千寛 志波姫 4 紺野　陸斗 仙台中田

5 佐々木　奏 松山三本木 5 阿部　涼太 佐沼

6 6

1 堀籠　こころ 松山三本木 1 齋藤　駿明 仙台中田

2 小野寺　美佳 花泉 2 小野寺　優斗 にこにこ卓球

3 木川田　陽菜 佐沼 3 首藤　康介 登米中田

4 小野寺　美実 しわひめSC 4 久我　賢生 田尻

5 小澤　梨乃 仙台中田 5 千葉　連 登米中田

6 長谷川  寧子 南光ｼﾞｭﾆｱ 6 加藤　彪雅 佐沼

1 熊谷  ななこ 南光ｼﾞｭﾆｱ 1  松根　颯汰 北仙台RISE Jr.

2 中村　れおな 花泉 2 猪俣　裕真 登米中田

3 山内　結衣 登米中田 3 大谷　海翔 田尻

4 石川　香帆 佐沼 4 鈴木　瑠栞 登米中田

5 久本　あさひ 松山三本木 5 鈴木　陽喜 しわひめスSC

6 6

1 小野寺　凜々 にこにこ卓球 1 齋藤　翔太 田尻

2 菅野 清音 瀬峰クラブ 2 三浦　夕星 登米中田

3 佐々木　響 松山三本木 3 遠藤　唯月 佐沼

4 一戸　瑞穂 志波姫 4 伊東　優 仙台中田

5 高森　美憂 佐沼 5 髙橋　那綸 登米中田

6 鈴木　陽花莉 若柳クラブ 6 白鳥　優斗 志波姫

1 高橋　美來 花泉 1 小野寺 望夢 瀬峰クラブ

2 菅原　あすか 登米中田 2 田原　元気 田尻

3 千葉　愛実 佐沼 3 須藤　煌太 登米中田

4 佐々木 葵 瀬峰クラブ 4 鈴木　爽太 佐沼

5  皆川　芽生 にこにこ卓球 5 佐藤　優輝 にこにこ卓球

6 6

Ｃブロック（３ゲームスマッチ）
※次のゲームの選手２人で審判をしてください。

終了後はお互いに申し込み試合（３ゲームスマッチ）を行ってください。
女子（３７～４２コート）　　男子（４３～４８コート）

３７コート ４３コート

３８コート ４４コート

４２コート ４８コート

３９コート ４５コート

４０コート ４６コート

４１コート ４７コート


