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男子シングルス (1)

62

石山　拓也 （卓葉会） 63

（南陽高） 61

31 片桐　圭紀 （米沢興譲館高） 及川　翔生 （山形大学）
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村山　学 （セントラル卓研） 60

30 瀬畑　達也 （山形大学） 鈴木　祐杜

29 澤　拓篤 （米沢中央高）

28 佐藤　巧真 （米沢東高） 戸澤　亮太 （山形大学） 59

27 濱田　明伸 （卓毘会） 土屋　慶智 （米沢興譲館高） 58

横山　伊吹 （米沢東高） 56

26 対間　裕規 （南陽高） 菅野　達也

25 髙橋　巽 （山形市立商業高）

（聖光学院高（福）) 57

24 黒田　広士 （山形クラブ) 髙橋　司 （米沢中央高） 55

23 米野　北斗 （米沢工業高） 會田　楽空 （山形市立商業高） 54

保科　友隆 （米沢工業高） 52

22 情野　大河 （九里学園高） 岡田　智悠

21 村田　和志 （山形大学）

（山形大学） 53

20 阿部　凜 （二本松卓球クラブ（福）） 尾形　雅宏 （伊達福会（福）) 51

19 朝倉　健介 （南陽高） 樋口　和憲 （ＴＥＡＭ　ＮＥＸＵＳ） 50

大木　駿介 （大綱クラブ） 48

18 松本　健太 （ＯＮＥ） 岡崎　拓登

17 志田　幸大 （山形大学）

（九里学園高） 49

16 橋本　壮史 （セントラル卓研） 菅原　光貴 （山形市立商業高） 47

15 宮川　晃誠 （山形大学） 佐藤　温知 （ＯＮＥ） 46

Ａ

粟野　龍騎 （米沢中央高） 44

14 齋藤　大輝 （梁川中（福）） 山本　和輝

13 立花　竜 （米沢工業高）

（米沢興譲館高） 45

12 松本　尊 （ＯＮＥ） 竹内　朋輝 （山形大学） 43

11 高橋　吉輝 （南陽高） 平賀　萌誠 （セントラル卓研） 42

鈴木　　涼 （米沢東高） 40

10 鈴木　尚弥 （米沢興譲館高） 本田　一成

9 大滝　康平 （山形市立商業高）

（T.C赤井沢（福）） 41

8 石川　歓 （米沢中央高） 後藤　太陽 （米沢工業高） 39

7 天野　貴翔 （米沢工業高） 内山　真 （山形大学） 38

金子　将也 （南陽高） 36

6 龍﨑　睦 （米沢中央高） 志田　征陽

5 遠藤　勇人 （橘高（福））

（５Ｓｔａｒ） 37

4 菊池　晴貴 （山形大学） 高原　和信 （卓毘会） 35

3 太田　陽紀 （米沢興譲館高） 東海林　律 （山形大学） 34

井上　拓郎 （ＴＥＡＭ　ＮＥＸＵＳ） 32

2 齋藤　　楓 （米沢東高） 峯村　悠月

1 藁科　宏樹 （ＴＥＡＭ　ＮＥＸＵＳ）

（米沢中央高） 33

1/2



上杉祭り杯卓球大会

平成29年5月5日

米沢市営体育館

男子シングルス (2)

95 伊藤　修作 （ＴＥＡＭ　ＮＥＸＵＳ） 左右田和馬 （ＴＥＡＭ　ＮＥＸＵＳ） 127

94 児玉　雄司 （米沢工業高） 木村　拓幹 （山形大学） 126

93 小林　寛武 （山形市立商業高） 尾形　琉希 （米沢工業高） 125

92 原　修哉 （山形大学） 金子　晃基 （米沢興譲館高） 124

91 山平　和弥 （ＯＮＥ） 鈴木　康靖 （米沢中央高） 123

90 齋藤　和樹 （雅ＳＴＣ） 高橋　優人 （九里学園高） 122

89 佐藤　豊仁 （山形大学） 高橋　巧 （山形大学） 121

88 竹田　由人 （米沢中央高） 米野　龍彦 （米沢東高） 120

87 鈴木　勇也 （橘高（福）） 清水　拓真 （米沢中央高） 119

86 近野　雄介 （米沢興譲館高） 荒井　悠樹 （米沢工業高） 118

85 伊澤　夕也 （セントラル卓研） 伊藤　頼扶 （山形市立商業高） 117

84 太田　尚輝 （米沢中央高） 志田　晶良 （５Ｓｔａｒ） 116

83 渡辺　寛大 （山形大学） 飯澤　大河 （南陽高） 115

82 菅野　広大 （南陽高） 高橋　峻 （ＯＮＥ） 114

81 佐藤　洋一 （卓毘会） 清水　孝輔 （米沢興譲館高） 113

80 金子　哲士 （ﾋﾟﾝﾎﾟﾝｼｮｯﾌﾟｶﾈｺ） 小田　慎二 （山形大学） 112

79 舟山　健介 （ＴＥＡＭ　ＮＥＸＵＳ） 本田　一将 （聖光学院高（福）） 111

Ｂ

78 矢澤　徹也 （南陽高） 丹野　一樹 （セントラル卓研） 110

77 鈴木竜之助 （米沢中央高） 中尾　進 （ケミコン山形） 109

76 松川　元 （山形大学） 猿川　賢 （山形大学） 108

75 皆川　拓也 （セントラル卓研） 千葉　洋人 （山形大学） 107

74 霜山　優希 （梁川中（福）） 遠藤　永 （山形市立商業高） 106

73 鈴木　聖 （米沢工業高） 泉妻　和也 （米沢工業高） 105

72 佐藤　伶哉 （九里学園高） 岡部　晃 （ほなみクラブ） 104

71 竹田　響綺 （米沢中央高） 近野　辰夢 （南陽高） 103

70 鈴木　理生 （山形大学） 玉虫　健一 （個人） 102

69 伊藤　祐一 （卓毘会） 髙橋　謙伸 （米沢中央高） 101

68 大内　翔馬 （山形市立商業高） 菅野　裕人 （ＯＮＥ） 100

67 松田　乃樹 （米沢工業高） 伊藤　大空 （山形大学） 99

66 髙橋　京悟 （米沢東高） 熊坂　優大 （米沢興譲館高） 98

65 加藤匡一郎 （米沢興譲館高） 髙橋　空也 （米沢東高） 97

64 石川　祐貴 （山形大学） 朽木　秀雄 （山形クラブ） 96
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