
第６回北信越選手権（ホープス・カブ・バンビの部）新潟県予選

令和２年１０月１０日

柏崎総合体育館

ホープス女子(県代表12名)

斉藤 優莉 (加茂卓球クラブ) 34

富樫 世愛 (山口卓研) 35

17 足利  響 (上越ジュニア)

15 井川 悠菜 (山口卓研) 桜井 心葉 (亀田クラブ) 32

16 山名 凪紗 (新大クラブ) 横田  望 (上越ジュニア) 33

新野 莉紗 (とよさかフェニックス) 30

14 前山 結美 (西川クラブ) 瀬賀 苺花

13 後藤 真央 (亀田クラブ)

(荒川ジュニア) 31

11 白石 莉子 (糸魚川ジュニア)  芳賀 暖乃  (新大クラブ) 28

12 番場 心海 (加茂卓球クラブ) 武村 夏実 (宮本スポーツ少年団) 29

佐藤 穂佳 (OTTC Jr) 26

10 桑原 倖望 (王寺川卓球スポーツ少年団) 佐藤 美胡

9 長谷川 璃奈 (OTTC Jr)

(OTTC Jr) 27

7 大橋 依果 (加茂卓球クラブ) 篠原 杏奈 (加茂卓球クラブ) 24

8 渋谷 芽生 (白根アトム) 小田島 雅 (三島ジュニア) 25

前山　愛結 (西川クラブ) 22

6 佐藤  渚 (ブルースカイジュニア) 近藤 珠杏

5 沢田 萌々香 (荒川ジュニア)

(豊栄ジュニア) 23

3 大久保 和奈 (新組ジュニア) 中山 愛恵 (カイクニ Jr) 20

4 新田見 絢葉 (山口卓研) 古川　樹 (糸魚川ジュニア) 21

立川 伶奈 (新大クラブ) 18

2 関根 うらら (三島ジュニア) 齋藤 美有

1 松澤 和咲 (新大クラブ)

(青海TC) 19



第６回北信越選手権（ホープス・カブ・バンビの部）新潟県予選
令和２年１０月１０日

柏崎総合体育館

カブ女子(県代表8名)

バンビ女子(県代表4名)

(つばめジュニア) 147 小松 佳楠 (Quest新潟クラブ) 関　愛

(新大クラブ) 12

6 岩澤 美咲 (上越ジュニア) 本間 あやめ (新発田ジュニア) 13

5 高山 湖美 (加茂卓球クラブ) 芳賀 紬月

(上越CLASSICS) 10

4 斎藤 夢奈 (村上ジュニア) 近藤 朱凛 (豊栄ジュニア) 11

3 樋口 結衣 (三島ジュニア) 川上 綾音

(新発田ジュニア) 8

2 浅井 桃香 (新発田ジュニア) 青山 依央 (妙高新井JTC) 9

1 日浦 仁心 (白根アトム) 渡辺 菜月

佐藤 瑠南 (村上ジュニア) 26

金子 咲千 (つばめジュニア) 27

13 嶋田 紗和 (新発田ジュニア)

12 倉又 彩夢 (糸魚川ジュニア) 山本 真名佳 (新大クラブ) 25

11 阿部 千夏 (村上ジュニア) 田中 みそら (亀田クラブ) 24

高山 優羽 (加茂卓球クラブ) 22

10 佐藤　愛 (つばめジュニア) 中村 美咲

9 桜井 葉月 (亀田クラブ)

(ブルースカイジュニア) 23

8 貝沼 莉奈 (白根アトム) 飯野 妃花 (新発田ジュニア) 21

7 米山 柚稀 (上越CLASSICS) 樋口　奏 (糸魚川ジュニア) 20

斎藤 ゆりあ (村上ジュニア) 18

6 今井 ひより (豊栄ジュニア) 嘉納  藍

5 小出 美嘉 (つばめジュニア)

(新発田ジュニア) 19

4 浅井 穂香 (新発田ジュニア) 富樫 乃愛 (山口卓研) 17

3 石田 美佳 (Quest新潟クラブ) 小出 栞名 (つばめジュニア) 16

渡辺 柚月 (新発田ジュニア) 14

2 相田 千璃 (村上ジュニア) 有田 來未

1 滝沢 美玖 (新大クラブ)

(妙高新井JTC) 15


