
カデット男子２位　№2/8
第 2 回 「TAGA OPEN」 卓球大会

ブロック ① ② ③ ④ ⑤

大平　智暉 藤田　悠冶 門井　滉葵 大森　匠悟

中郷ピンポン 多賀クラブJr カミワスポーツ 中里中 2-1

水野　拓未 伊多波　善範 上遠野　稜平 中島　将

茨城中 多賀クラブJr 錦中（福島） ファイターズ 1-1

冨永愛翔 小松　雅英 仲野　大雅 矢野　七和 3-1

ファイターズ 赤井Jr（福島） 錦中（福島） 多賀クラブJr

江間　祐貴 渡邊　晴人 塚田　歩夢 渡部　拓真

多賀クラブJr 錦中（福島） カミワスポーツ 茨城中 2-2

清水　咲汰 鬼澤　岳 菊池　将矢 荘司　悠汰 小林　睦明

錦中（福島） ファイターズ 山方クラブ 多賀クラブJr 茨城中 4-1

田中　拓磨 木村　和遥 岩間　颯 仲村　拓真

ひなクラブ 山方クラブ 多賀クラブJr 錦中（福島） 2-3

征矢　一眞 永井　成弥 所畑　統 桝田　良弦

助川中 錦中（福島） 茨城中 藤代卓信会 3-2

小松亮太 佐藤　亮太 守田　匠 佐藤　拓磨 関口　昌裕

赤井Jr（福島） カミワスポーツ 多賀クラブJr 錦中（福島） 茨城中 2-4

粉川　侑大 神谷　大樹 吉野　剣太 荻津　太陽 砂原　光希

ファイターズ 山方クラブ 錦中（福島） 卓風会 茨城中 5-1

軽部　匠 遠藤　瑶大 後藤　海月 田澤　尚之 大金　悠士

市貝中（栃木） 錦中（福島） 多賀クラブJr 茨城中 中郷ピンポン 2-5

髙丸　律 石川　拓夢 平山　瑛介 蛭田　晴也

中郷ピンポン 市貝中（栃木） ファイターズ 錦中（福島） 3-3

大和田　暖稀 亀井　亮太朗 河合　翔太 飯島　崚太

錦中（福島） 中郷ピンポン 茨城中 カミワスポーツ 2-6

茂垣　賢吾 友部　勇哉 鴨　湧太 生出　遙都 中西　哲也

多賀クラブJr ファイターズ 錦中（福島） 市貝中（栃木） 茨城中 4-2

宇野　友貴 菊池　駿太郎 山野邉　優太 長久保　黎斗

高萩ジュニア ファイターズ 錦中（福島） 中郷ピンポン 2-7

荻津　圭介 金成　利将 山野創磨 川崎　悠人

卓風会 錦中（福島） 茨大附属中 多賀クラブJr 3-4

白田　愁 渡邊紘太 鈴木　琢磨 鈴木　大規 上遠野　将輝

ファイターズ 赤井Jr（福島） 瑞竜クラブJr 茨城中 錦中（福島） 2-8

志賀　脩太 山中　将多 梶原　琉生 益子　倫太郎

錦中（福島） カミワスポーツ 多賀クラブJr 茨城中
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カデット男子３位　№3/8
第 2 回 「TAGA OPEN」 卓球大会

ブロック ① ② ③ ④ ⑤

大平　智暉 藤田　悠冶 門井　滉葵 大森　匠悟

中郷ピンポン 多賀クラブJr カミワスポーツ 中里中 2-1

水野　拓未 伊多波　善範 上遠野　稜平 中島　将

茨城中 多賀クラブJr 錦中（福島） ファイターズ 1-1

冨永愛翔 小松　雅英 仲野　大雅 矢野　七和 3-1

ファイターズ 赤井Jr（福島） 錦中（福島） 多賀クラブJr

江間　祐貴 渡邊　晴人 塚田　歩夢 渡部　拓真

多賀クラブJr 錦中（福島） カミワスポーツ 茨城中 2-2

清水　咲汰 鬼澤　岳 菊池　将矢 荘司　悠汰 小林　睦明

錦中（福島） ファイターズ 山方クラブ 多賀クラブJr 茨城中 4-1

田中　拓磨 木村　和遥 岩間　颯 仲村　拓真

ひなクラブ 山方クラブ 多賀クラブJr 錦中（福島） 2-3

征矢　一眞 永井　成弥 所畑　統 桝田　良弦

助川中 錦中（福島） 茨城中 藤代卓信会 3-2

小松亮太 佐藤　亮太 守田　匠 佐藤　拓磨 関口　昌裕

赤井Jr（福島） カミワスポーツ 多賀クラブJr 錦中（福島） 茨城中 2-4

粉川　侑大 神谷　大樹 吉野　剣太 荻津　太陽 砂原　光希

ファイターズ 山方クラブ 錦中（福島） 卓風会 茨城中 5-1

軽部　匠 遠藤　瑶大 後藤　海月 田澤　尚之 大金　悠士

市貝中（栃木） 錦中（福島） 多賀クラブJr 茨城中 中郷ピンポン 2-5

髙丸　律 石川　拓夢 平山　瑛介 蛭田　晴也

中郷ピンポン 市貝中（栃木） ファイターズ 錦中（福島） 3-3

大和田　暖稀 亀井　亮太朗 河合　翔太 飯島　崚太

錦中（福島） 中郷ピンポン 茨城中 カミワスポーツ 2-6

茂垣　賢吾 友部　勇哉 鴨　湧太 生出　遙都 中西　哲也

多賀クラブJr ファイターズ 錦中（福島） 市貝中（栃木） 茨城中 4-2

宇野　友貴 菊池　駿太郎 山野邉　優太 長久保　黎斗

高萩ジュニア ファイターズ 錦中（福島） 中郷ピンポン 2-7

荻津　圭介 金成　利将 山野創磨 川崎　悠人

卓風会 錦中（福島） 茨大附属中 多賀クラブJr 3-4

白田　愁 渡邊紘太 鈴木　琢磨 鈴木　大規 上遠野　将輝

ファイターズ 赤井Jr（福島） 瑞竜クラブJr 茨城中 錦中（福島） 2-8

志賀　脩太 山中　将多 梶原　琉生 益子　倫太郎

錦中（福島） カミワスポーツ 多賀クラブJr 茨城中
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カデット男子４位　№4/8
第 2 回 「TAGA OPEN」 卓球大会

ブロック ① ② ③ ④ ⑤

大平　智暉 藤田　悠冶 門井　滉葵 大森　匠悟

中郷ピンポン 多賀クラブJr カミワスポーツ 中里中 2-1

水野　拓未 伊多波　善範 上遠野　稜平 中島　将

茨城中 多賀クラブJr 錦中（福島） ファイターズ 1-1

冨永愛翔 小松　雅英 仲野　大雅 矢野　七和 3-1

ファイターズ 赤井Jr（福島） 錦中（福島） 多賀クラブJr

江間　祐貴 渡邊　晴人 塚田　歩夢 渡部　拓真

多賀クラブJr 錦中（福島） カミワスポーツ 茨城中 2-2

清水　咲汰 鬼澤　岳 菊池　将矢 荘司　悠汰 小林　睦明

錦中（福島） ファイターズ 山方クラブ 多賀クラブJr 茨城中 4-1

田中　拓磨 木村　和遥 岩間　颯 仲村　拓真

ひなクラブ 山方クラブ 多賀クラブJr 錦中（福島） 2-3

征矢　一眞 永井　成弥 所畑　統 桝田　良弦

助川中 錦中（福島） 茨城中 藤代卓信会 3-2

小松亮太 佐藤　亮太 守田　匠 佐藤　拓磨 関口　昌裕

赤井Jr（福島） カミワスポーツ 多賀クラブJr 錦中（福島） 茨城中 2-4

粉川　侑大 神谷　大樹 吉野　剣太 荻津　太陽 砂原　光希

ファイターズ 山方クラブ 錦中（福島） 卓風会 茨城中 5-1

軽部　匠 遠藤　瑶大 後藤　海月 田澤　尚之 大金　悠士

市貝中（栃木） 錦中（福島） 多賀クラブJr 茨城中 中郷ピンポン 2-5

髙丸　律 石川　拓夢 平山　瑛介 蛭田　晴也

中郷ピンポン 市貝中（栃木） ファイターズ 錦中（福島） 3-3

大和田　暖稀 亀井　亮太朗 河合　翔太 飯島　崚太

錦中（福島） 中郷ピンポン 茨城中 カミワスポーツ 2-6

茂垣　賢吾 友部　勇哉 鴨　湧太 生出　遙都 中西　哲也

多賀クラブJr ファイターズ 錦中（福島） 市貝中（栃木） 茨城中 4-2

宇野　友貴 菊池　駿太郎 山野邉　優太 長久保　黎斗

高萩ジュニア ファイターズ 錦中（福島） 中郷ピンポン 2-7

荻津　圭介 金成　利将 山野創磨 川崎　悠人

卓風会 錦中（福島） 茨大附属中 多賀クラブJr 3-4

白田　愁 渡邊紘太 鈴木　琢磨 鈴木　大規 上遠野　将輝

ファイターズ 赤井Jr（福島） 瑞竜クラブJr 茨城中 錦中（福島） 2-8

志賀　脩太 山中　将多 梶原　琉生 益子　倫太郎

錦中（福島） カミワスポーツ 多賀クラブJr 茨城中
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