
③中学男子１位　№1
第 1 回 「TAGA OPEN」 卓球大会結果

優勝 助川　侑矢（ファイターズ）

6-1

助川　侑矢 石井　寛人

ファイターズ OverLimit

ａ ｂ ｃ ｄ
助川　侑矢 仲田　大夢 守田　匠

ファイターズ 坂本中 台原中 2-1

桑名　蓮 鈴木　陽大 吉田　啓人
OverLimit 多賀中 シューティングスター 1-1

荒蒔　陽人 山田　海音 岩間　あん 3-1

那珂Vジュニア 多賀クラブJr 大洗一中

大貫　友輔 大川　一也 髙丸　律

常陸野クラブ 大洗一中 中郷ピンポン 2-2

八鍬　拓歩 田所 大輝 久保　凜星
十王スポ少 シューティングスター 大洗一中 4-1

鈴木　大和 齊藤　伊織 大内　元樹

常陸野クラブ 美和卓球クラブ 瑞竜中 2-3

田中　拓磨 長山　陽亮 茨城　航平

茨城附属中 泉丘中 大洗一中 1-2

小野　弘人 後藤　海月 飛田　拓斗
小名浜一中（福島） 多賀クラブJr 台原中 3-2

阿部　志音 黒木　博明 所　幹樹
常陸野クラブ ATTS 球友クラブJr 1-3

岩本　諒太 松島　怜央 園原　碧

ファイターズ 大洗一中 十王スポ少 2-4

鴨志田　博登 豊田　晃一 壱岐　佑也 5-1

那珂Vジュニア 瑞竜中 シューティングスター

久保　卓也 小室　丈輔 佐藤　智也

東海クラブ 多賀クラブJr 美和卓球クラブ 2-5

渡邊　蓮央 森　祥太 浅野　康太
泉丘中 多賀中 大洗一中 1-4

富永　智也 岡村　笑助 先崎　生真 3-3

ファイターズ 十王スポ少 小名浜一中（福島）

清水　恒太 鈴木　紳晃 塚本　純弥
常陸野クラブ 赤井Jr（福島） 大洗一中 2-6

佐藤　翼 仲田　裕稀 江橋　悠世

多賀クラブJr 球友クラブJr 常陸野クラブ 4-2

新田　舜 千葉　駿斗 堀江　龍斗

那珂Vジュニア 助川中 台原中 2-7

山本　哲生 小森　賢人 伊藤　優希
常陸野クラブ 大洗一中 多賀クラブJr

 平野　拓海 岡﨑　和徳  関　駿史 神郡　元希 3-4

 常陸野クラブ 美和卓球クラブ  シューティングスター KAMIWA SPORTS 1-5

遠田　隼司 野添　亮太 関口　茉紘
泉丘中 台原中 大洗一中 2-8

村松　龍一 岡﨑　凌平 三村　貴洋

中郷ピンポン 瑞竜中 OverLimit 6-1
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③中学男子１位　№2
第 1 回 「TAGA OPEN」 卓球大会結果

優勝 助川　侑矢（ファイターズ）

6-1

助川　侑矢 石井　寛人

ファイターズ OverLimit

ａ ｂ ｃ ｄ
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石井　寛人 小又　誉 髙橋　彩都

OverLimit 大洗一中 台原中 2-9

遠藤　有倖 粉川　侑大 斎藤　玲哉
泉丘中 ファイターズ 多賀中 1-6

岩間　陸 平子　広希 小澤　冬梧 3-5

水戸スポ少 赤井Jr（福島） 那珂Vジュニア

岡山　遥寿 鈴木　楓 谷田部　壱史

美和卓球クラブ 台原中 大洗一中 2-10

大橋　世弥 藤井　佑樹 稲森　陸杜
多賀クラブJr 大洗一中 瑞竜中 4-3

大平　智暉 大川　聖也 鬼澤　陸

中郷ピンポン 大洗一中 ファイターズ 2-11

大沼　源 小沼　直輝 益子　鈴海
小名浜一中（福島） 大洗一中 多賀中

長尾　優樹 中村　寿暢 田山　慎梧 3-6

十王スポ少 シューティングスター 大洗一中 1-7

西村　拓真 大輪　琉成 大貫　純吾

泉丘中 台原中 大洗一中 2-12

岩上　圭輔  茅根　龍太郎 長谷川　智大

那珂Vジュニア  坂本中 常陸野クラブ

龍崎　幸介 片山　倫宜 小室　尚哉 5-2

球友クラブJr 泉丘中 美和卓球クラブ 2-13

横倉　光 菊池　駿太郎 塩家　七海
助川中 ファイターズ 多賀中 1-8

鈴木　陸 赤沼　諒祐 アマデオ　レンコン

那珂Vジュニア 十王スポ少 大洗一中 3-7

郡司　颯兵 関根　礼央  ヨシノリ　タンブン

常陸野クラブ シューティングスター  大洗一中 1-9

江間　祐貴 小室　周平  田口　右京
多賀クラブJr 美和卓球クラブ  大洗一中 2-14

村田　圭 井上　滉介 関　亜斗夢

中郷ピンポン 多賀中 大洗一中 4-4

倉持　和輝 關　晴貴 長谷川　練

藤代卓信会 多賀中 中郷ピンポン 2-15

村上　和慈 安　雄也 征矢　一眞
東海クラブ 瑞竜中 助川中

渋谷　佳輝 昆　裕都 岡野　恭介 3-8

小名浜一中（福島） 多賀中 大洗一中 1-10

茂垣　賢吾 宮本　耕輔 寺門　禅

多賀クラブJr 台原中 大洗一中 2-16

志賀　晃大 皆川　善樹 渡邊　祐希

十王スポ少 美和卓球クラブ 坂本中
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