
令和２年度山梨県中学学年別卓球大会

令和２年９月２６日

緑が丘スポーツ公園体育館

④女子２年シングルス
田中心絆 大森七海 齊藤　愛佳
平野M's卓球 増穂 塩山 1-1

野田　花佳 中村ゆう 三浦雅琳
櫛形 松里 猿橋 0 2-1 2

川上　玲奈 コペッチ花 天野　莉沙
若草 春日居 山梨北 1-2

雨宮　舞優 望月　菜々葉 増井日和 雨宮　美怜 0

山梨南 甲西 大月東 押原 1 3-1

飯田紅葉 内池　咲 小尾　咲来 0

春日居 甲西 塩山 1-3 0

鴨作　朱莉 市川　陽 瀬田　野乃
櫛形 増穂 御坂 2-2

萩原　緋菜 堤　優杏 中込紗也 0

甲府南 押原 浅川 1-4

宮城　百花 窪川　明香里 中嶋亜莉紗
河口湖南 山梨北 櫛形 4-1 2

市川　めいな 流石　阿弥 大木世奈
Life 河口湖南 春日居 1-5

清水　美波 河本　奈都 渡部　結名
塩山 御坂 甲西 1 2-3

野中　彩羽 齋藤　想乃 齊藤　結 2

甲西 山梨北 押原 1-6

飯島和花 金丸こはる 藤井　優 0

松里 櫛形 若草 3-2

伊坂　碧唯 樋口歩南 内藤あずさ 2

押原 松里 櫛形 1-7 0

伊藤梨桜 渡邉　礼夢 鈴木　珠姫
浅川 押原 塩山 1 2-4

齋藤　詩乃 秋山　莉空 佐久間心海 0 2

山梨北 甲西 猿橋 1-8

輿石郁花 中澤　璃央奈キ 辻　奈那 由井　椎菜
増穂 若草 山梨南 若草 5-1

芳賀希海 河田　笑 的場　莉沙
甲斐路Ｃ 甲西 山梨北 1-9

小沢　梨月 椙田七菜 小林　彩乃
若草 春日居 櫛形 0 2-5

中村璃音 澤登　苺吹 鈴木咲葵 1

猿橋 塩山 浅川 1-10

上野　陽菜 鳩澤　彩花 柏木　野衣 0

山梨南 押原 御坂 3-3 1

原　蒼杷 加賀爪なな 飯野　偲衣
増穂 松里 櫛形 1-11 0

小西　真緒 渡邊　紗 山本　栞奈
押原 山梨南 甲西 0 2-6

小野　ひなの 依田　美優 武川　花綸 0 0

山梨北 押原 若草 1-12

橘田八重 三枝　琴音 佐藤　来夢
平野M's卓球 甲西 御坂 4-2

河澄寧々 望月　多江 小泉柑那
富士川ＳＳ 押原 松里 1-13 1

有泉　優来 仲山　愛美莉 田村　咲愛
甲西 甲府南 塩山 0 2-7 1

伊藤　明梨 塩澤　美咲 森元瑞貴 0

押原 山梨北 増穂 1-14

土田菜緒子 杉山　　凛 鶴田　愛桜
忍野 櫛形 山梨北 3-4

飯島　優 保坂　せり 白鳥結衣
松里 櫛形 猿橋 1-15 0

中村　美晴 飯島　古都 浅田　真奈
御坂 山梨南 河口湖南 1 2-8

濱尾なな羽 村松　陽奈 飯島彩菜 0

大月東 甲西 春日居 1-16

松澤愛奈 河野　芙和 上野　美宇
平野M's卓球 塩山 押原

市川　めいな 0

Life 5-2

芳賀希海
甲斐路Ｃ
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