
優　勝 準 優 勝 第 三 位 第 三 位

大貫 達弥 小林 拓未 小島 檜生 太田 聖斗

城山卓球クラブJｒ 城山卓球クラブJｒ 白鷺卓球 薬師寺TTC

田村 優花 篠原 千里 八木沢 めぐ菜 手塚 玲奈

北押原 ＭＴ 鹿沼中央 白鷺卓球

安生 輝良 岡村 大輔 小島 匠樹 坂本 柊真

河内 城山卓球クラブJｒ 白鷺卓球 白鷺卓球

吉田 美憂 福田 明希 福田 明未 今泉 愛聖

ＭＴ 北押原 北押原 津田

藪下 大晃 篠原 優斗 吉成 輝 佐藤 練

峰クラブJF ＭＴ みどりが丘 白鷺卓球

石川 夢 飯山 琉那 石川 慶 石川 葵

鹿沼北光 河内 陽北 石川

小泉 涼太 大越 影人 中田 伶哉 木村 舜希

小川卓球 ＭＴ 小川卓球 城山卓球クラブJｒ

笠原 明日香 塚田 夏未 直井 智伶 吉澤 愛香

城山卓球クラブJｒ 城山卓球クラブJｒ 城山卓球クラブJｒ 白鷺卓球

大越 康汰 阿部 竜之介 谷中 聖知 横瀬 智哉

ＭＴ ＭＴ ＭＴ ＭＴ

大岩 未侑

ＭＴ

中学生女子

中学生男子

小学6年生女子

小学6年生男子

第39回栃木県スポーツ少年団卓球交流大会
試　合　結　果

小学4年生男子

小学4年生女子

小学5年生男子

小学5年生女子

高校生女子

高校生男子



小学４年生男子　　第　１　位　トーナメント

太田 聖斗 薬師寺TTC 小森 陽斗 城山卓球クラブＪＦ
岡山 太亮 小川卓球 2 0 小島 檜生 白鷺卓球
手塚 拓也 峰クラブＪＦ 児珠 拓実 薬師寺TTC
伊藤 稜弥 白鷺卓球 森戸 悠太 菊西

1 3

小林 拓未 城山卓球クラブＪＦ 大貫 蓮弥 城山卓球クラブＪＦ
橋本 武士 小川卓球 瀧田 大翔 薬師寺TTC
石川 将汰 石川 3 3 室井 翔馬 小川卓球

土屋 優斗 鹿沼中央

優勝 大貫 蓮弥 城山卓球クラブＪＦ
準優勝 小林 拓未 城山卓球クラブＪＦ
第三位 小島 檜生 白鷺卓球
第三位 太田 聖斗 薬師寺TTC

小学４年生男子　　第　２　位　トーナメント

太田 聖斗 薬師寺TTC 小森 陽斗 城山卓球クラブＪＦ
岡山 太亮 小川卓球 3 3 小島 檜生 白鷺卓球
手塚 拓也 峰クラブＪＦ 児珠 拓実 薬師寺TTC
伊藤 稜弥 白鷺卓球 森戸 悠太 菊西

1 3

小林 拓未 城山卓球クラブＪＦ 大貫 蓮弥 城山卓球クラブＪＦ
橋本 武士 小川卓球 瀧田 大翔 薬師寺TTC
石川 将汰 石川 2 2 室井 翔馬 小川卓球

土屋 優斗 鹿沼中央

小学４年生男子　　第　３　位　トーナメント

太田 聖斗 薬師寺TTC 小森 陽斗 城山卓球クラブＪＦ
岡山 太亮 小川卓球 0 0 小島 檜生 白鷺卓球
手塚 拓也 峰クラブＪＦ 児珠 拓実 薬師寺TTC
伊藤 稜弥 白鷺卓球 森戸 悠太 菊西

0 3

小林 拓未 城山卓球クラブＪＦ 大貫 蓮弥 城山卓球クラブＪＦ
橋本 武士 小川卓球 瀧田 大翔 薬師寺TTC
石川 将汰 石川 3 3 室井 翔馬 小川卓球

土屋 優斗 鹿沼中央

小学４年生男子　　第　４　位　トーナメント

太田 聖斗 薬師寺TTC 小森 陽斗 城山卓球クラブＪＦ
岡山 太亮 小川卓球 0 小島 檜生 白鷺卓球
手塚 拓也 峰クラブＪＦ 児珠 拓実 薬師寺TTC
伊藤 稜弥 白鷺卓球 森戸 悠太 菊西

小林 拓未 城山卓球クラブＪＦ 大貫 蓮弥 城山卓球クラブＪＦ
橋本 武士 小川卓球 瀧田 大翔 薬師寺TTC
石川 将汰 石川 3 室井 翔馬 小川卓球

土屋 優斗 鹿沼中央
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田村 優花 北押原 篠原 千里 MT

堀本 柚衣 菊西 3 3 宇賀神 里菜 北押原

河内 蓮伽 峰クラブＪＦ 中田 希望 鹿沼中央

柴田 彩希 鹿沼中央 鈴木 佳純 菊西

3 0

八木澤 めぐ菜 鹿沼中央 手塚 玲奈 白鷺卓球

川島 凛 白鷺卓球 2 4 若林 花歩 さつきが丘

今泉 絢渚 薬師寺TTC 0 0 河又 はるか 北押原

豊田 芽衣 みどりが丘 渡邉 香楓 鹿沼中央

優勝 田村 優花 北押原

準優勝 篠原 千里 MT

第三位 八木澤 めぐ菜 鹿沼中央

第三位 手塚 玲奈 白鷺卓球

田村 優花 北押原 篠原 千里 MT

堀本 柚衣 菊西 3 1 宇賀神 里菜 北押原

河内 蓮伽 峰クラブＪＦ 中田 希望 鹿沼中央

柴田 彩希 鹿沼中央 鈴木 佳純 菊西

1 3

八木澤 めぐ菜 鹿沼中央 手塚 玲奈 白鷺卓球

川島 凛 白鷺卓球 2 4 若林 花歩 さつきが丘

今泉 絢渚 薬師寺TTC 0 3 河又 はるか 北押原

豊田 芽衣 みどりが丘 渡邉 香楓 鹿沼中央

田村 優花 北押原 篠原 千里 MT

堀本 柚衣 菊西 0 1 宇賀神 里菜 北押原

河内 蓮伽 峰クラブＪＦ 中田 希望 鹿沼中央

柴田 彩希 鹿沼中央 鈴木 佳純 菊西

1 3

八木澤 めぐ菜 鹿沼中央 手塚 玲奈 白鷺卓球

川島 凛 白鷺卓球 2 4 若林 花歩 さつきが丘

今泉 絢渚 薬師寺TTC 3 3 河又 はるか 北押原

豊田 芽衣 みどりが丘 渡邉 香楓 鹿沼中央

田村 優花 北押原 篠原 千里 MT

堀本 柚衣 菊西 2 3 宇賀神 里菜 北押原

河内 蓮伽 峰クラブＪＦ 中田 希望 鹿沼中央

柴田 彩希 鹿沼中央 鈴木 佳純 菊西

0 3

八木澤 めぐ菜 鹿沼中央 手塚 玲奈 白鷺卓球

川島 凛 白鷺卓球 2 4 若林 花歩 さつきが丘

今泉 絢渚 薬師寺TTC 3 0 河又 はるか 北押原

豊田 芽衣 みどりが丘 渡邉 香楓 鹿沼中央

第３９回栃木県スポーツ少年団卓球交流大会

小学４年生女子　　第　１　位トーナメント

平成２８年１１月１３日（日）　　栃木県体育館

1

31

3

小学４年生女子　　第　２　位トーナメント

小学４年生女子　　第　３　位トーナメント

1 3

小学４年生女子　　第　４　位トーナメント

1 3



安生 輝良 河内 小島 匠樹 白鷺卓球

大槻 祐斗 峰クラブＪＦ 3 鈴木 創太 菊西

鈴木 雄斗 菊西 大坂 泰輝 北押原

山中 日葵 北押原

3 2

岩谷 翔 石川 岡村 大輔 城山卓球クラブＪＦ

坂本 柊真 白鷺卓球 2 4 木野内 渉 鹿沼中央

石川 莉士 鹿沼中央 0 鈴木 克実 みどりが丘

大野 帆琉 小川卓球

優勝 安生 輝良 河内

準優勝 岡村 大輔 城山卓球クラブＪＦ

第三位 小島 匠樹 白鷺卓球

第三位 坂本 柊真 白鷺卓球

安生 輝良 河内 小島 匠樹 白鷺卓球

大槻 祐斗 峰クラブＪＦ 0 0 鈴木 創太 菊西

鈴木 雄斗 菊西 大坂 泰輝 北押原

山中 日葵 北押原

3 0

岩谷 翔 石川 岡村 大輔 城山卓球クラブＪＦ

坂本 柊真 白鷺卓球 2 4 木野内 渉 鹿沼中央

石川 莉士 鹿沼中央 3 3 鈴木 克実 みどりが丘

大野 帆琉 小川卓球

安生 輝良 河内 小島 匠樹 白鷺卓球

大槻 祐斗 峰クラブＪＦ 0 0 鈴木 創太 菊西

鈴木 雄斗 菊西 大坂 泰輝 北押原

山中 日葵 北押原

3 0

岩谷 翔 石川 岡村 大輔 城山卓球クラブＪＦ

坂本 柊真 白鷺卓球 2 4 木野内 渉 鹿沼中央

石川 莉士 鹿沼中央 3 3 鈴木 克実 みどりが丘

大野 帆琉 小川卓球

安生 輝良 河内 小島 匠樹 白鷺卓球

大槻 祐斗 峰クラブＪＦ 鈴木 創太 菊西

鈴木 雄斗 菊西 大坂 泰輝 北押原

山中 日葵 北押原

岩谷 翔 石川 岡村 大輔 城山卓球クラブＪＦ

坂本 柊真 白鷺卓球 2 4 木野内 渉 鹿沼中央

石川 莉士 鹿沼中央 鈴木 克実 みどりが丘

大野 帆琉 小川卓球

第３９回栃木県スポーツ少年団卓球交流大会

小学５年生男子　　第　１　位トーナメント

平成２８年１１月１３日（日）　　栃木県体育館

1

31

3

小学５年生男子　　第　２　位トーナメント

小学５年生男子　　第　３　位トーナメント

1 3

小学５年生男子　　第　４　位トーナメント

1 3



小学５年生女子　　第　１　位　トーナメント

吉田 美憂 MT
阿部 来海 北押原 3

堀本 葵衣 菊西
今泉 愛聖 津田

福田 明未 北押原
児珠 清華 薬師寺TTC 2

大川 優華 みどりが丘

0

福田 明希 北押原
梅田 依茉 薬師寺TTC
植野 緋菜 石川 3

黒川 苗花 北押原
優勝 吉田 美憂 MT
準優勝 福田 明希 北押原
第三位 福田 明未 北押原
第三位 今泉 愛聖 津田
(2位ﾄｰﾅﾒﾝﾄの1位)

小学５年生女子　　第　２　位　トーナメント

吉田 美憂 MT
阿部 来海 北押原 3

堀本 葵衣 菊西
今泉 愛聖 津田

福田 明未 北押原
児珠 清華 薬師寺TTC 3

大川 優華 みどりが丘

0

福田 明希 北押原
梅田 依茉 薬師寺TTC
植野 緋菜 石川 1

黒川 苗花 北押原

小学５年生女子　　第　３　位　トーナメント

吉田 美憂 MT
阿部 来海 北押原 3

堀本 葵衣 菊西
今泉 愛聖 津田

福田 明未 北押原
児珠 清華 薬師寺TTC 0

大川 優華 みどりが丘

0

福田 明希 北押原
梅田 依茉 薬師寺TTC
植野 緋菜 石川 1

黒川 苗花 北押原

小学５年生女子　　第　４　位　トーナメント

吉田 美憂 MT
阿部 来海 北押原 0

堀本 葵衣 菊西
今泉 愛聖 津田

福田 明未 北押原
児珠 清華 薬師寺TTC
大川 優華 みどりが丘

3

福田 明希 北押原
梅田 依茉 薬師寺TTC
植野 緋菜 石川
黒川 苗花 北押原

3

1

2

3

2

3

2

1

1
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小学６年生男子　　第　１　位　トーナメント

籔下 大晃 峰クラブＪＦ
石川 碧輝 石川 3

蕎麦田 直人 薬師寺TTC
山井 均斗 鹿沼中央

佐藤 練 白鷺卓球
篠原 優斗 MT 3

鈴木 陽太 鹿沼中央

1

吉成 輝 みどりが丘
髙山 侑甫 鹿沼中央
中川 凛音 峰クラブＪＦ 1

林 拓樹 薬師寺TTC
優勝 籔下 大晃 峰クラブＪＦ
準優勝 篠原 優斗 MT
第三位 吉成 輝 みどりが丘
第三位 佐藤 練 白鷺卓球
(2位ﾄｰﾅﾒﾝﾄの1位)

小学６年生男子　　第　２　位　トーナメント

籔下 大晃 峰クラブＪＦ
石川 碧輝 石川 1

蕎麦田 直人 薬師寺TTC
山井 均斗 鹿沼中央

佐藤 練 白鷺卓球
篠原 優斗 MT 3

鈴木 陽太 鹿沼中央

3

吉成 輝 みどりが丘
髙山 侑甫 鹿沼中央
中川 凛音 峰クラブＪＦ 0

林 拓樹 薬師寺TTC

小学６年生男子　　第　３　位　トーナメント

籔下 大晃 峰クラブＪＦ
石川 碧輝 石川 3

蕎麦田 直人 薬師寺TTC
山井 均斗 鹿沼中央

3

佐藤 練 白鷺卓球
篠原 優斗 MT
鈴木 陽太 鹿沼中央 0

吉成 輝 みどりが丘
髙山 侑甫 鹿沼中央 3

中川 凛音 峰クラブＪＦ
林 拓樹 薬師寺TTC

小学６年生男子　　第　４　位　トーナメント 1

籔下 大晃 峰クラブＪＦ
石川 碧輝 石川 0

蕎麦田 直人 薬師寺TTC
山井 均斗 鹿沼中央

佐藤 練 白鷺卓球
篠原 優斗 MT
鈴木 陽太 鹿沼中央

吉成 輝 みどりが丘
髙山 侑甫 鹿沼中央
中川 凛音 峰クラブＪＦ
林 拓樹 薬師寺TTC

1

1
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石川 葵 石川 石川 慶 陽北

石川 陽菜乃 菊西 1 2 橋本 真理 小川卓球

小川 歩華 MT 福田 留那 石川

神山 結香 みどりが丘 前田 麻衣 西大芦

手塚 彩名 白鷺卓球

八木澤 菜々佳 鹿沼中央 1 0 3

鈴木 菜々佳 菊西

3

飯山 琉那 河内 石川 夢 鹿沼北光

滝童内 和 小川卓球 大矢 仁音 みどりが丘

星野 朱音 西大芦 3 3 中田 悠姫 鹿沼中央

木村 彩乃 さつきが丘 鈴木 瞳奈 さつきが丘

優勝 石川 夢 鹿沼北光

準優勝 飯山 琉那 河内

第三位 石川 慶 陽北

第三位 石川 葵 石川

石川 葵 石川 石川 慶 陽北

石川 陽菜乃 菊西 0 3 橋本 真理 小川卓球

小川 歩華 MT 福田 留那 石川

神山 結香 みどりが丘 前田 麻衣 西大芦

手塚 彩名 白鷺卓球

八木澤 菜々佳 鹿沼中央 3 3 0

鈴木 菜々佳 菊西

3

飯山 琉那 河内 石川 夢 鹿沼北光

滝童内 和 小川卓球 大矢 仁音 みどりが丘

星野 朱音 西大芦 0 0 中田 悠姫 鹿沼中央

木村 彩乃 さつきが丘 鈴木 瞳奈 さつきが丘

石川 葵 石川 石川 慶 陽北

石川 陽菜乃 菊西 0 3 橋本 真理 小川卓球

小川 歩華 MT 福田 留那 石川

神山 結香 みどりが丘 前田 麻衣 西大芦

手塚 彩名 白鷺卓球

八木澤 菜々佳 鹿沼中央 3 3 0

鈴木 菜々佳 菊西

3

飯山 琉那 河内 石川 夢 鹿沼北光

滝童内 和 小川卓球 大矢 仁音 みどりが丘

星野 朱音 西大芦 0 0 中田 悠姫 鹿沼中央

木村 彩乃 さつきが丘 鈴木 瞳奈 さつきが丘

石川 葵 石川 石川 慶 陽北

石川 陽菜乃 菊西 0 3 橋本 真理 小川卓球

小川 歩華 MT 福田 留那 石川

神山 結香 みどりが丘 前田 麻衣 西大芦

手塚 彩名 白鷺卓球

八木澤 菜々佳 鹿沼中央 0 3

鈴木 菜々佳 菊西

3

飯山 琉那 河内 石川 夢 鹿沼北光

滝童内 和 小川卓球 大矢 仁音 みどりが丘

星野 朱音 西大芦 0 中田 悠姫 鹿沼中央

木村 彩乃 さつきが丘 鈴木 瞳奈 さつきが丘

2

小学６年生女子　　第　３　位トーナメント

小学６年生女子　　第　４　位トーナメント

1 4

3

2

5

1

2

3 5

3 5
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第３９回栃木県スポーツ少年団卓球交流大会

小学６年生女子　　第　１　位トーナメント

平成２８年１１月１３日（日）　　栃木県体育館

4

1

4

小学６年生女子　　第　２　位トーナメント

3



小泉 涼太 小川卓球 木村 舜希 城山卓球クラブＪＦ

岡本 夢叶 河内 3 3 本多 歩夢 河内

大谷 直之 河内 薄井 真輝 大田原卓球

木島 翔夢 河内
3 0

中村 康隆 河内 橋本 和士 小川卓球

生澤 優人 大田原卓球 佐藤 宏郁 河内

岡本 拓磨 河内 0 蓬田 智紀 白鷺卓球

小峰 圭史 大田原卓球 高橋 光 河内

五十嵐 叶夢 白鷺卓球 0 尾形 渉 河内

佐藤 涼 河内 新井 雅人 白鷺卓球

坂田 悠真 河内 3 2 五月女 凛太朗 河内

星野 陽紀 河内 0 畑中 祐貴 河内

三村 涼健 河内 齋藤 壮志 大田原卓球

飯村 直希 大田原卓球 3 山家 大輝 河内

中田 伶哉 小川卓球 齋藤 榛斗 河内

伊藤 碧 河内
0 3

岡村 翔太郎 城山卓球クラブＪＦ 大越 影人 MT

大西 悠斗 河内 大野 希心 小川卓球

三品 洸貴 白鷺卓球 1 3 半田 教浩 河内

前野 貴紀 河内 茂木 玲磨 河内

優勝 小泉 涼太 小川卓球

準優勝 大越 影人 MT

第三位 中田 伶哉 小川卓球

第三位 木村 舜希 城山卓球クラブＪＦ

小泉 涼太 小川卓球 木村 舜希 城山卓球クラブＪＦ

岡本 夢叶 河内 本多 歩夢 河内

大谷 直之 河内 薄井 真輝 大田原卓球

木島 翔夢 河内

中村 康隆 河内 滝童内 寛 小川卓球

生澤 優人 大田原卓球 佐藤 宏郁 河内

岡本 拓磨 河内 蓬田 智紀 白鷺卓球

小峰 圭史 大田原卓球 高橋 光 河内

五十嵐 叶夢 白鷺卓球 尾形 渉 河内

佐藤 涼 河内 新井 雅人 白鷺卓球

坂田 悠真 河内 3 0 五月女 凛太朗 河内

星野 陽紀 河内 畑中 祐貴 河内

三村 涼健 河内 齋藤 壮志 大田原卓球

飯村 直希 大田原卓球 山家 大輝 河内

中田 伶哉 小川卓球 齋藤 榛斗 河内

伊藤 碧 河内

岡村 翔太郎 城山卓球クラブＪＦ 大越 影人 MT

大西 悠斗 河内 大野 希心 小川卓球

三品 洸貴 白鷺卓球 半田 教浩 河内

前野 貴紀 河内 茂木 玲磨 河内

8

4 9

4 9

5 10

第３９回栃木県スポーツ少年団卓球交流大会

中学男子　　第　１　位トーナメント

平成２８年１１月１３日（日）　　栃木県体育館
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3

2 7
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5

中学男子　　第　２　位トーナメント

1 6

10



小泉 涼太 小川卓球 木村 舜希 城山卓球クラブＪＦ

岡本 夢叶 河内 本多 歩夢 河内

大谷 直之 河内 薄井 真輝 大田原卓球

小峰 圭史 大田原卓球 木島 翔夢 河内

中村 康隆 河内 橋本 和士 小川卓球

生澤 優人 大田原卓球 佐藤 宏郁 河内

岡本 拓磨 河内 蓬田 智紀 白鷺卓球

高橋 光 河内

五十嵐 叶夢 白鷺卓球 伊藤 碧 河内

佐藤 涼 河内

坂田 悠真 河内 尾形 渉 河内

星野 陽紀 河内 新井 雅人 白鷺卓球
五月女 凛太朗 河内

茂木 玲磨 河内 畑中 祐貴 河内

三村 涼健 河内 齋藤 壮志 大田原卓球

飯村 直希 大田原卓球 山家 大輝 河内

中田 伶哉 小川卓球 齋藤 榛斗 河内

伊藤 碧 河内

岡村 翔太郎 城山卓球クラブＪＦ 大越 影人 MT

大西 悠斗 河内 大野 希心 小川卓球

三品 洸貴 白鷺卓球 半田 教浩 河内

前野 貴紀 河内 茂木 玲磨 河内

木島 翔夢 河内

9

5 10

2 7

8

1 6

3

中学男子　　第　３　位トーナメント

第３９回栃木県スポーツ少年団卓球交流大会

平成２８年１１月１３日（日）　　栃木県体育館

4



笠原 明日香 城山卓球クラブJr 塚田 夏未 城山卓球クラブJr

出島 愛莉 河内 3 3 細岡 瑠奈 大田原卓球

中田 瑞穂 鹿沼中央 柴田 明璃 河内

佐藤 優妃 河内 八木 志実 河内

3 3

籔下 楓 峰クラブJr 坂内 凛々子 大田原卓球

高田 夏希 大田原卓球 柴田 実佳 鹿沼中央

奥沢 容子 河内 1 1 小倉 恵 河内

八幡 実樹 河内

3 1

大貫 菜々帆 城山卓球クラブJr 吉澤 愛香 白鷺卓球

荒木 真帆 大田原卓球 0 3 清水 菜衣 大田原卓球

五月女 清乃 河内 鏑木 優奈 河内

栗城 聖 河内

0 0

直井 智怜 城山卓球クラブJr 小林 花穏 城山卓球クラブJr

津久井 亜弥 大田原卓球 村野 雅桜 河内

山藤 汐莉 白鷺卓球 3 2 小室 遥香 大田原卓球

打和 未来 河内 岩澤 艶 河内

優勝 笠原 明日香 城山卓球クラブJr

準優勝 塚田 夏未 城山卓球クラブJr

第三位 直井 智怜 城山卓球クラブJr

第三位 吉澤 愛香 白鷺卓球

笠原 明日香 城山卓球クラブJr 塚田 夏未 城山卓球クラブJr

出島 愛莉 河内 3 0 細岡 瑠奈 大田原卓球

中田 瑞穂 鹿沼中央 柴田 明璃 河内

佐藤 優妃 河内 八木 志実 河内

3 3

籔下 楓 峰クラブJr 坂内 凛々子 大田原卓球

高田 夏希 大田原卓球 柴田 実佳 鹿沼中央

奥沢 容子 河内 0 3 小倉 恵 河内

八幡 実樹 河内

0 3

大貫 菜々帆 城山卓球クラブJr 吉澤 愛香 白鷺卓球

荒木 真帆 大田原卓球 0 3 清水 菜衣 大田原卓球

五月女 清乃 河内 鏑木 優奈 河内

栗城 聖 河内

2 0

直井 智怜 城山卓球クラブJr 小林 花穏 城山卓球クラブJr

津久井 亜弥 大田原卓球 村野 雅桜 河内

山藤 汐莉 白鷺卓球 3 0 小室 遥香 大田原卓球

打和 未来 河内 岩澤 艶 河内
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8

1 5
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3 7

中学女子　　第　２　位トーナメント
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第３９回栃木県スポーツ少年団卓球交流大会

中学女子　　第　１　位トーナメント

平成２８年１１月１３日（日）　　栃木県体育館

5



笠原 明日香 城山卓球クラブJr 塚田 夏未 城山卓球クラブJr

出島 愛莉 河内 3 0 細岡 瑠奈 大田原卓球

中田 瑞穂 鹿沼中央 柴田 明璃 河内

八木 志実 河内

3 0

籔下 楓 峰クラブJr 坂内 凛々子 大田原卓球

高田 夏希 大田原卓球 柴田 実佳 鹿沼中央

奥沢 容子 河内 0 小倉 恵 河内

佐藤 優妃 河内 八幡 実樹 河内

0 3

大貫 菜々帆 城山卓球クラブJr 吉澤 愛香 白鷺卓球

荒木 真帆 大田原卓球 2 1 清水 菜衣 大田原卓球

五月女 清乃 河内 鏑木 優奈 河内

栗城 聖 河内

0 3

直井 智怜 城山卓球クラブJr 小林 花穏 城山卓球クラブJr

津久井 亜弥 大田原卓球 村野 雅桜 河内

山藤 汐莉 白鷺卓球 3 3 小室 遥香 大田原卓球

打和 未来 河内 岩澤 艶 河内

笠原 明日香 城山卓球クラブJr 塚田 夏未 城山卓球クラブJr

出島 愛莉 河内 細岡 瑠奈 大田原卓球

中田 瑞穂 鹿沼中央 柴田 明璃 河内

佐藤 優妃 河内 八木 志実 河内

籔下 楓 峰クラブJr 坂内 凛々子 大田原卓球

高田 夏希 大田原卓球 柴田 実佳 鹿沼中央

奥沢 容子 河内 小倉 恵 河内

八幡 実樹 河内

大貫 菜々帆 城山卓球クラブJr 吉澤 愛香 白鷺卓球

荒木 真帆 大田原卓球 清水 菜衣 大田原卓球

五月女 清乃 河内 鏑木 優奈 河内

栗城 聖 河内

直井 智怜 城山卓球クラブJr 小林 花穏 城山卓球クラブJr

津久井 亜弥 大田原卓球 村野 雅桜 河内

山藤 汐莉 白鷺卓球 小室 遥香 大田原卓球

打和 未来 河内 岩澤 艶 河内

2 6

3 7

4 8

3 7

4 8

1 5

1 5

2 6

中学女子　　第　３　位トーナメント

中学女子　　第　４　位トーナメント

第３９回栃木県スポーツ少年団卓球交流大会

平成２８年１１月１３日（日）　　栃木県体育館



高校生男子　　第　１　位　トーナメント
大越 康汰 MT
谷中 聖知 MT 3

佐藤 勝輝 MT

阿部 竜之介 MT
横瀬 智哉 MT
関 章太 MT 0

上野 春人 MT
優勝 大越 康汰 MT

準優勝 阿部 竜之介 MT

第三位 谷中 聖知 MT

第三位 横瀬 智哉 MT

高校生男子　　第　２　位　トーナメント
大越 康汰 MT
谷中 聖知 MT 3

佐藤 勝輝 MT

阿部 竜之介 MT
横瀬 智哉 MT
関 章太 MT 0

上野 春人 MT

高校生男子　　第　３　位　トーナメント
大越 康汰 MT
谷中 聖知 MT 1

佐藤 勝輝 MT

阿部 竜之介 MT
横瀬 智哉 MT
関 章太 MT 3

上野 春人 MT

高校生女子　　

大岩 未侑 MT 優勝 大岩 未侑 MT

2

2

第３９回栃木県スポーツ少年団卓球交流大会

平成２８年１１月１３日（日）　　栃木県体育館

1

1

1
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