
米沢オープン卓球大会

令和2年12月5日

米沢市営体育館

⑦一般男子シングルス

中尾　進 ｹﾐｺﾝ山形 31

2 加藤　望 米沢東 栗原　慶多

1 金子　哲士 ﾋﾟﾝﾎﾟﾝｼｮｯﾌﾟｶﾈｺ

米沢興譲館 32

3 佐藤　遥斗 米沢興譲館 今井　柚希 米沢東 33

4 鈴木　湧也 米沢中央 武田　龍樹 長井 34

長谷部康大 米沢興譲館 35

6 島貫　遥也 雅STC 森藤　悠太

5 伊藤　恭一 長井

長井北ｸﾗﾌﾞ 36

7 佐藤　温知 ONE 佐藤　祐輝 米沢中央 37

8 新田　大和 米沢中央 鈴木　翔太 米沢中央 38

菅野　留巳 長井 39

10 飯澤　悠河 長井北中 青木　佑磨

9 鈴木　柊 九里学園

米沢東 40

11 石谷　一歩 米沢興譲館 鈴木　誠也 九里学園 41

12 志田　貴将 長井 近野　稜太 米沢興譲館 42

佐藤　翔 5star 43

14 林　良幸 米沢東 菊竹　桧

13 青木　大輔 米沢中央

米沢中央 44

15 村山　学 ｾﾝﾄﾗﾙ卓研 皆川　拓也 NEXUS 45

16 鈴木　哲 長井北ｸﾗﾌﾞ 樋口　和憲 個人 46

原　洸翔 九里学園 47

18 渡邊　大希 米沢中央 髙木　謙心

17 金子　佳弘 米沢興譲館

米沢興譲館 48

19 大沼　勇吾 九里学園 菅野　裕人 米沢中央 49

20 伊藤　祐一 卓毘会 国井　一喜 米沢東 50

加藤　純一 ｾﾝﾄﾗﾙ卓研 51

22 揚妻　伊吹 米沢東 鈴木　雄哉

21 渡部　勇真 長井

長井 52

23 齋藤　大輝 米沢中央 土田嘉哉斗 米沢中央 53

24 山口　達也 米沢興譲館 西田風海太 米沢工業 54

飯塚　勇斗 九里学園 55

26 丸山　勇斗 米沢東 石野　春希

25 渋谷　誠弥 雅STC

米沢中央 56

27 伊藤　蓮 長井 齋藤　和樹 雅STC 57

28 左右田光彩 長井 鶴巻　僚太 長井 58

米沢中央ｸﾗﾌﾞ 60

荒木　星凪 米沢興譲館 59

30 石川　俊 米沢中央 橋本　壮史

29 平　楓雅 九里学園



米沢オープン卓球大会

令和2年12月5日

米沢市営体育館

⑧一般女子シングルス

長谷部万紘 米沢中央 20

2 吉野　祐美 九里学園 菅井那津子

1 高橋　碧唯 米沢中央

米沢興譲館 21

3 猪飼　夏美 高畠 北沢　心 高畠 22

4 田中　優羽 米沢興譲館 黒田　愛寧 高畠 23

安齋　結 米沢東 24

6 後藤ありさ 米沢東 原田　真優

5 橋本菜那美 長井

九里学園 25

7 鈴木　瑠奈 高畠 上浦　奈々 米沢興譲館 26

8 鈴木　風香 米沢興譲館 後藤　奈桜 高畠 27

鹿俣　陽凪 米沢中央 28

10 我妻　咲良 米沢中央 原田　愛佳

9 髙山愛珠咲 米沢中央

長井 29

11 村山　佳南 米沢興譲館 村山　颯 ｾﾝﾄﾗﾙ卓研 30

12 伊藤　彩羽 九里学園 髙木　七美 高畠 31

髙成田　萌 長井 32

14 三原　麗菜 高畠 大城爽代香

13 齋藤　優美 長井

九里学園 33

15 齋藤　優奈 長井 浦田日向子 米沢興譲館 34

16 塚田　姫香 米沢東 鈴木　愛純 高畠 35

黄木きらら 米沢東 36

18 森谷　未都 高畠 鈴木　万結

17 後藤　智咲 九里学園

38

近藤　菜穂 米沢中央 39

長井 37

19 二瓶菜津子 米沢興譲館 大槻さやか 九里学園


