
令和３年度道南卓球選手権大会

函館アリーナ

ジュニア男子シングルス (1)

林

(ＭＣクラブ)

(ＭＣクラブ)

令和3年8月9日

※1 古池 (函館大谷高)

林 (ＭＣクラブ) 34

2 落合 (本通中)

1 工藤 (函大有斗高)

ｂｙｅ 35

3 北山 (ＭＣクラブ) 川村 (東和クラブ) 36

4 青山 (巴中) 髙橋 (巴中) 37

瀧口 (函館工業高) 38

6 石﨑 (八雲少) 森　

5 横山 (函館大谷高)

(函館中部高) 39

7 稲舩 (函館中部高) 小島 (函館高専) 40

8 工藤 (市立函館高) 金澤 (本通中) 41

菊地 (森中) 42

10 金丸 (函館工業高) 山本

9 三浦 (函館高専)

（TACTIVE函館) 43

11 山本 (函館大谷高) 冨田 (函館工業高) 44

12 山崎 (本通中) 西村 (巴中) 45

武田 (函大有斗高) 46

14 竹山 (巴中) 斉藤

13 斉藤 (函館西高)

(市立函館高) 47

15 門脇 (附属函館中) 武田 (本通中) 48

16 兵吾 (函館中部高) 藤倉 (ＭＣクラブ) 49

梅本 (函館大谷高) 50

18 北村(昇) (ＭＣクラブ) 藤山

17 寒川 (東和クラブ)

(東和クラブ) 51

19 小西 (巴中) 藤山 (函大有斗高) 52

20 加藤 (七飯中) 西田 (ＭＣクラブ) 53

永谷 (函館商業高) 54

22 山崎 (東和クラブ) 金曽

21 木村 (本通中)

(函館中部高) 55

23 小林(海) (函館中部高) 井川 (函館西高) 56

24 青山 (函大有斗高) 長尾 (本通中) 57

鳥羽 (函館大谷高) 58

26 杉谷 (南茅部少) 江間(斗)

25 竹田(俊) （TACTIVE函館)

(ＭＣクラブ) 59

27 倉渕 (函館西高) 古澤 (森中) 60

28 髙橋 (森中) 石川 (函館工業高) 61

長谷川 (大沼岳陽) 62

30 高杉 (巴中) 松本

29 高橋 (市立函館高)

(八雲少) 63

31 浅野 (本通中) 西村 (本通中)

33 髙橋 (函館大谷高) *2　中村

64

32 北原 (函館工業高) 渡辺 (巴中) 65決勝

3-134　林

(ＭＣクラブ)

ｂｙｅ 66

門前 (市立函館高) 67



令和３年度道南卓球選手権大会

函館アリーナ

ジュニア男子シングルス (2)

(ＭＣクラブ)

令和3年8月9日

68 阿部 (函館大谷高) 島本 (函館大谷高) 102

好川 (巴中) 103

70 山本 (桔梗中) 滝沢

69 ｂｙｅ

(函館高専) 104

71 小田桐 (巴中) 佐沼 (ＭＣクラブ) 105

72 坪田 (本通中) 川口 (市立函館高) 106

西谷 (函館工業高) 107

74 小林(知) (函館中部高) 國田

73 佐々木 (市立函館高)

(本通中) 108

75 川村 (八雲少) 沼崎 (森中) 109

76 北村(昌) (ＭＣクラブ) 成田 (七飯中) 110

吉村 (長万部中) 111

78 須藤 (本通中) 竹田(亥)

77 佐藤 (南茅部少)

(本通中) 112

79 濱出 (函館高専) 竹内 (巴中) 113

80 前田 (函館工業高) 久保 (函大有斗高) 114

末廣 (函館大谷高) 115

82 小泉 (函館西高) 長瀨

81 中村 (巴中)

(函館中部高) 116

83 吉川 (森中) 門前(星) (ＭＣクラブ) 117

84 金澤(興) (東和クラブ) 金澤(賢) (東和クラブ) 118

中川 (亀田中) 119

86 堀内 (函館工業高) 野澤

85 松浪 (ＭＣクラブ)

(函館商業高) 120

87 三浦 (本通中) 村上 (八雲少) 121

88 鳥居 (函大有斗高) 吉田 (本通中) 122

門前(陽) (ＭＣクラブ) 123

90 旭 (東和クラブ) 後木

89 菊池 (函館大谷高)

(函館中部高) 124

91 山下 (巴中) 小笠原 (函館大谷高) 125

92 三上 （TACTIVE函館) 島津　 (TACTIVE函館) 126

岡嶋 (森中) 127

94 伊瀨 (松前高) 内田

93 山田 (函館大谷高)

(函館西高) 128

95 五日市 (本通中) 上田 (巴中) 129

96 深田 (函館西高) 江間(礼) (ＭＣクラブ) 130

98 中川 (森中) 伊波

97 齋藤 (函館工業高)

米澤 (市立函館高) 大宮 (函館工業高)

多田 (函大有斗高) 131

中村 (ＭＣクラブ) ※2

中村

101 庭田 (函館中部高)

133

100 ｂｙｅ 館山 (市立函館高) 134

(本通中) 132

99



令和３年度道南卓球選手権大会

函館アリーナ

ジュニア女子シングルス

藤田

(ＭＣクラブ)

(函館中部高) 62

三島 (大妻高) 61

31 細谷 (ＭＣクラブ) 小林(実)

30 ｂｙｅ

29 竹下 (巴中) 佐藤 (亀田中) 60

28 川野 (附属函館中) 成田 (函館西高) 59

野村 (桔梗中) 57

27 柄澤　　 (函館商業高) 西村

26 小板 (大妻高)

(七飯中) 58

25 松田（栞） (本通中) 鈴木 (ＭＣクラブ) 56

24 佐々木 (七飯中) 三浦 (八雲少) 55

大森 (市立函館高) 53

23 岩崎 (函館中部高) 大住

22 工藤 (亀田中)

(七飯高) 54

21 越後谷 (大妻高) 若林 (大妻高) 52

20 北山（優） (ＭＣクラブ) 松田（乙） (本通中) 51

濱田 (巴中) 49

19 杉谷 (ＭＣクラブ) 山本

18 手塚 (八雲少)

(七飯中) 50

17 平尾 (七飯中) 境 (ＭＣクラブ) 48

16 栁谷 (市立函館高) 北山（春） (ＭＣクラブ) 47

佐藤　　 (函館商業高) 45

15 二本柳 (大妻高) 斉藤

14 近藤 (本通中)

(巴中) 46

13 村元 (巴中) 髙橋 (松前中) 44

12 加茂 (市立函館高) 清水 (市立函館高) 43

鈴木 (函館中部高) 41

11 渡部 (ＭＣクラブ) 久保

10 小林 (函館商業高)

(本通中) 42

9 櫻庭 (八雲少) 冨樫 (南茅部少) 40

8 福田 (函館中部高) 齊藤 (七飯中) 39

坂根 (附属函館中) 37

7 佐藤 (七飯中) 堀内

6 久慈 (亀田中)

(本通中) 38

5 久保田 (函館大谷高) 小本 (大妻高) 36

4 宝福 (函館西高) 民谷 (巴中) 35

ｂｙｅ 33

3 成田 (本通中) 山田

2 吉田 (巴中)

(函館中部高) 34

令和3年8月9日

1 藤田 (ＭＣクラブ) 天野 (ＭＣクラブ) 32



令和３年度道南卓球選手権大会

函館アリーナ

混合ダブルス ＜代表決定戦＞

男子ダブルス ＜代表決定戦＞

女子ダブルス ＜代表決定戦＞

(一本木) 23

15 岩崎・福田 (函館中部高) 藤田・境 (MCクラブ) 24

5 栁谷・清水 (市立函館高) 山崎・髙橋

令和3年8月8日

52 菊池・三浦 (南茅部少) 8古池・櫻庭 (函館大谷高・大妻高)

門前・岩村 (市立函館高・南茅部少)26

18

阿部・小川 (函館大谷高・大妻高) 39

50山崎・田本 (一本木)

34 中村・松浪 (MCクラブ)髙橋（拓）・北山 (ショップ)

10 (MCクラブ・南茅部少)林・佐藤



令和3年度道南卓球選手権大会

函館アリーナ

一般男子シングルス ＜代表決定戦＞

一般女子シングルス ＜代表決定戦＞

36

25 三島 (大妻高) 山崎 (一本木) 6

4 三浦 (八雲少) 岩崎 (函館中部高)

(一本木) 12

30 小林（実） (函館中部高) 栁谷 (市立函館高) 43

22 山田 (函館中部高) 髙橋

10013 島本 (函館大谷高) 中村 (MCクラブ)

79

30 池田 (ショップ) 高橋（拓） (ショップ) 86

16 佐藤 (ショップ) 福島 (Ｄｅｓｐｅｒａｄｏ)

令和3年8月7日

68 工藤 (函大有斗高) 加藤 (Ｄｅｓｐｅｒａｄｏ) 44



ジュニア男子シングルス＜代表決定戦＞

※１０　金丸（函館工業高）が辞退したため、３名でリーグ戦を行いました。

ジュニア女子シングルス＜代表決定戦＞

(七飯中) 39

47 北山（春） (MCクラブ) 佐々木 (七飯中)

4 宝福 (函館西高) 齋藤

※そのため、８月１１日（水）にサンリフレ函館において、追加での代表決定戦を行いました。

(桔梗中) 57

238 福田 (函館中部高) 岩崎 (函館中部高)

55 三浦 (八雲少) 野村

24

(MCクラブ)

10 金丸 (函館工業高) 山本 (ＴＡＣＴＩＶＥ函館)

鳥羽

110 成田 (七飯中) 北村（昇）

84 金澤（興） (東和クラブ)

小笠原 (函館大谷高) 山田 (函館大谷高) 93

58

125 小笠原

山本

令和3年度道南卓球選手権大会

函館アリーナ

(ＴＡＣＴＩＶＥ函館)

(函館大谷高)

(函館大谷高)

※北海道卓球連盟から連絡があり、３４　林（ＭＣクラブ）も北海道選手権大会に推薦枠で出場することになりました。

令和3年8月9日

18

43

58

125

(函館大谷高)

４３
山本

５８
鳥羽

１２５
小笠原

×
１－３

×
１－３

〇
３－１

×
２－３

〇
３－１

〇
３－２

43

鳥羽

順位

3

2

1 　※代表権獲得



令和３年度道南卓球選手権大会

函館アリーナ

混合ダブルス

林・高

(ＭＣクラブ・大妻高)

越田・門前 (南茅部少) 27

2 柴田・西村 (本通中) 田本・木村

1 吉田・杉林 (（TACTIVE函館・南茅部少）)

(一本木・HYS) 28

3 高橋・大森 (市立函館高) 佐々木・栁谷 (市立函館高) 29

4 村上・村田 (一本木・森中) 澤村・小林 (函館大谷高・函館中部高) 30

菅原・髙岡 (亀田中) 31

6 本間・櫻庭 (八球會・八雲少)

5 小笠原・北山（優） (函館大谷高・ＭＣクラブ)

ｂｙｅ 32

7 庭田・福田 (函館中部高) 松浪・平野 (ＭＣクラブ・大妻高) 33

8 古池・櫻庭 (函館大谷高・大妻高) 能戸・杉谷 (南茅部少・ＭＣクラブ) 34

湊・手塚 (八球會・八雲少) 35

10 福島・高橋 (Despredo・ショップ) 正田・成田

9 武田・石川 (ローレライ・卓翔会)

(ローレライ・卓心会) 36

11 永谷・柄澤 (函館商業高) 福士・川本 (ショップ) 37

12 長内・岩山 (亀田中) 時田・能戸 (一本木・森中) 38

阿部・小川 (函館大谷高・大妻高) 39

14 林・高 (ＭＣクラブ・大妻高) 秋本・入江

13 川辺・髙橋 (一本木)

(Desperado・TACTIVE函館) 40

15 澤村・山崎 (ローレライ・大沼岳陽学校) 金曽・山田 (函館中部高) 41

16 小栗・草間 (TACTIVE函館) 野澤・佐藤 (函館商業高) 42

村上・三浦 (八雲少) 43

18 石田・白川 (卓心会) 三島・水澤

17 梅本・北山（春） (函館大谷高・ＭＣクラブ)

(卓翔会) 44

19 高橋・小島 (ショップ) 山崎・山崎 (一本木) 45

20 宮﨑・岩崎 (函館大谷高・函館中部高) 島本・細谷 (函館大谷高・ＭＣクラブ) 46

ｂｙｅ 47

22 斉藤・加茂 (市立函館高) 山本・冨樫

21 ｂｙｅ

小川・酒井 (函館大谷高・松前高) 50

(TACTIVE函館・南茅部少) 48

23 加藤・高橋 (Desperado) 旭・佐藤 (亀田中)

(南茅部少) 52

令和3年8月8日

川口・清水 (市立函館高) 51

26 門前・岩村 (市立函館高・南茅部少) 菊池・三浦

25 三浦・工藤 (亀田中)

49

24 北山（和）・北山（綾） (函館フローラル)



令和３年度道南卓球選手権大会

函館アリーナ

男子ダブルス

秋本・吉田

(Desperado・TACTIVE函館)

令和3年8月8日

1 秋本・吉田 (Desperado・TACTIVE函館) 高橋（拓）・北山 (ショップ) 34

真木下・小林 (函館COMEBACK.T,T,CLUB) 35

3 山田・横山 (函館大谷高) 寒川・島津

2 ｂｙｅ

(東和クラブ) 36

4 江間（斗）・北村（昌） (ＭＣクラブ) 永谷・野澤 (函館商業高) 37

5 金澤・山崎 (東和クラブ) 澤村・宮﨑 (函館大谷高) 38

武田・多田 (函大有斗高) 39

7 小林(海)・小林(知) (函館中部高) 菅原・長内

6 斉藤・小泉 (函館西高)

(亀田中) 40

8 山本・佐沼 (函館大谷高・ＭＣクラブ) 正田・澤村 (ローレライ) 41

9 門前・館山 (市立函館高) 加藤・今野 (Desperado) 42

金曽・長瀨 (函館中部高) 43

11 武田・佐藤 (ローレライ・卓翔会) 江間（礼）・北山

10 林・佐藤 (ＭＣクラブ・南茅部少)

(ＭＣクラブ) 44

12 内田・倉渕 (函館西高) 今野・棧 (函教大) 45

13 石田・山崎 (卓心会) 杉谷・門前（星） (南茅部少) 46

斉藤・米澤 (市立函館高) 47

15 杉村・傳法 (函館大谷高) 木村・坪田

14 工藤・青山 (函大有斗高)

(本通中) 48

16 三上・竹田 (TACTIVE函館) 阿部・古池 (函館大谷高) 49

17 佐藤・福島 (ショップ・Despredo) 山崎・田本 (一本木) 50

岡嶋・古澤 (森中) 51

19 後木・兵吾 (函館中部高) 庭田・森　

18 中村・松浪 (ＭＣクラブ)

(函館中部高) 52

20 加藤・成田 (七飯中) 浅野・小川 (函館大谷高) 53

21 滝沢・三浦 (函館高専) 深田・井川 (函館西高) 54

明石・八柳 (亀田中) 55

23 後藤・池田 (ショップ) 西田・門前（陽）

22 藤山・金澤 (東和クラブ)

(ＭＣクラブ) 56

24 鳥羽・菊池 (函館大谷高) 下山・白川 (卓心会) 57

25 時田・川辺 (一本木) 梅本・小笠原 (函館大谷高) 58

旭・川村 (東和クラブ) 59

27 小栗・長谷川 (TACTIVE函館・大沼岳陽) 村上・松本

26 島本・髙橋 (函館大谷高)

(八雲少) 60

28 七崎・村上 (一本木) 柴田・山本 (本通中・TACTIVE函館) 61

29 福士・米木 (ショップ) 高橋（裕）・竹澤 (ショップ・Despredo) 62

末廣・北村（昇） (函館大谷高・ＭＣクラブ) 63

31 佐々木・高橋 (市立函館高) 鳥居・久保

30 湊・本間 (八球會)

(函大有斗高) 64

32 明井・佐藤 (亀田中) ｂｙｅ 65

33 菊池・吉田 (南茅部少) 能戸・越田 (南茅部少) 66



令和３度道南卓球選手権大会

函館アリーナ

女子ダブルス

杉林・三浦

(南茅部少)

令和3年8月8日

1 杉林・三浦 (南茅部少) 門前・岩村 (南茅部少) 16

ｂｙｅ 17

3 村田・能戸 (森中) 佐々木・佐藤

2 小本・越後谷 (大妻高)

(七飯中) 18

4 北山（春）・北山（優） (ＭＣクラブ) 大森・加茂 (市立函館高) 19

5 栁谷・清水 (市立函館高) 宝福・成田 (函館西高) 20

佐原・杉谷 (WIMPS・ＭＣクラブ) 21

7 草間・小島 (TACTIVE函館・卓球ショップスマッシュ) 木村・高橋

6 西村・平尾 (七飯中)

(大妻高) 22

8 櫻庭・平野 (大妻高) 山崎・髙橋 (一本木) 23

9 石川・山本 (卓翔会) 藤田・境 (ＭＣクラブ) 24

冨樫・西村 (南茅部少・本通中) 25

11 細谷・天野 (ＭＣクラブ) 三島・小板

10 齊藤・山本 (七飯中)

(大妻高) 26

12 入江・久慈 (TACTIVE函館・亀田中) 佐藤・小林 (函館商業高) 27

13 二本柳・若林 (大妻高) 山田・鈴木 (函館中部高) 28

(大妻高) 30

岩山・髙岡 (亀田中) 29

15 岩崎・福田 (函館中部高) 髙・小川

14 ｂｙｅ



令和３年度道南卓球選手権大会

函館アリーナ

一般男子シングルス

令和3年8月7日

1 林 (ＭＣクラブ) 秋本 (Desperado) 58

井川 (函館西高) 59

3 本間 (八球會) 末廣

2 武田 (ローレライ)

(函館大谷高) 60

4 傳法 (函館大谷高) 三島 (卓翔会) 61

5 倉渕 (函館西高) 三浦 (本通中) 62

菊池 (函館大谷高) 63

7 中川 (亀田中) 旭

6 杉谷 (南茅部少)

(亀田中) 64

8 榊原 (FREE) 門前 (市立函館高) 65

9 ｂｙｅ 山本 (函館大谷高) 66

小林 (函館COMEBACK.T,T,CLUB) 67

11 竹澤 (Desperado) 工藤

10 斉藤 (市立函館高)

(函大有斗高) 68

12 森　 (函館中部高) 村上 (一本木) 69

13 島本 (函館大谷高) 小林(知) (函館中部高) 70

菊池 (南茅部少) 71

15 田本 (一本木) 阿部

14 ｂｙｅ

(函館大谷高) 72

16 佐藤 (ショップ) 吉田 (FREE) 73

17 真木下 (函館COMEBACK.T,T,CLUB) 金曽 (函館中部高) 74

八柳 (亀田中) 75

19 鳥羽 (函館大谷高) 今野

18 濱名 (函館高専)

(函教大) 76

20 濱名 (卓翔会) 竹田 (TACTIVE函館) 77

21 藤倉 (ＭＣクラブ) 北村（昇） (ＭＣクラブ) 78

福島 (Desperado) 79

23 庭田 (函館中部高) 佐藤

22 山本 (TACTIVE函館)

(南茅部少) 80

24 横山 (函館大谷高) 工藤 (市立函館高) 81

25 猿渡 (Desperado) 小笠原 (函館大谷高) 82

長内 (亀田中) 83

27 堀川 (一本木) 門前（陽）

26 館山 (市立函館高)

(ＭＣクラブ) 84

28 三浦 (亀田中) 川辺 (一本木) 85

29 能戸 (南茅部少) 高橋（拓） (ショップ) 86

小林(海) (函館中部高) 87

31 西田 (ＭＣクラブ) 小川

30 池田 (ショップ)

(函館大谷高) 88

32 滝本 (卓翔会) 池田 (FREE) 89

33 塩田 (八球會) 吉村 (長万部中) 90

門前（星） (ＭＣクラブ) 91

35 米澤 (市立函館高) 木村

34 山田 (函館大谷高)

(本通中) 92

36 坪田 (本通中) 長谷川 (大沼岳陽) 93

37 松浪 (ＭＣクラブ) 佐沼 (ＭＣクラブ) 94

内田 (函館西高) 95

39 稲舩 (函館中部高) 明石

38 斉藤 (函館西高)

(亀田中) 96

40 深田 (函館西高) 湊 (八球會) 97

41 杉村 (函館大谷高) 川口 (市立函館高) 98

古池 (函館大谷高) 99

43 村井 (南茅部少) 中村

42 佐藤 (亀田中)

(ＭＣクラブ) 100

44 加藤 (Desperado) ｂｙｅ 101

45 明井 (亀田中) 高橋 (市立函館高) 102

宮﨑 (函館大谷高) 103

47 高橋（裕） (ショップ) 菅原

46 武田 (函大有斗高)

(亀田中) 104

48 浅野 (函館大谷高) 鳥居 (函大有斗高) 105

49 沼崎 (森中) ｂｙｅ 106

山崎 (一本木) 107

51 高瀬 (FREE) 北村（昌）

50 時田 (一本木)

(ＭＣクラブ) 108

52 髙橋 (函館大谷高) 後藤 (ショップ) 109

53 棧 (函教大) 小栗 (TACTIVE函館) 110

111

55 江間 (ＭＣクラブ) 澤村

54 北山 (函館フローラル)

古池

（函館大谷高）

113

57 吉田 (TACTIVE函館) 越田 (南茅部少) 114

(函館大谷高) 112

56 佐々木 (市立函館高) 小泉 (函館西高)

梅本 (函館大谷高)



令和３年度道南卓球選手権大会

函館アリーナ

一般女子シングルス

髙

（大妻高）

令和3年8月7日

※ 髙 (大妻高)

1 境 (ＭＣクラブ) 米田 (ＷＩＭＰＳ) 24

2 成田 (函館西高) 三島 (大妻高) 25

3 若林 (大妻高) 大森 (市立函館高) 26

4 三浦 (八雲少) 佐藤 (亀田中) 27

5 清水 (市立函館高) ｂｙｅ 28

北山（春） (ＭＣクラブ) 29

7 髙岡 (亀田中) 小林(実)

6 山崎 (一本木)

(函館中部高) 30

8 小本 (大妻高) 小板 (大妻高) 31

9 北山（優） (ＭＣクラブ) 工藤 (亀田中) 32

宝福 (函館西高) 33

11 福田 (函館中部高) 杉谷

10 佐原 (ＷＩＭＰＳ)

(ＭＣクラブ) 34

12 髙橋 (一本木) 平野 (大妻高) 35

13 越後谷 (大妻高) 岩崎 (函館中部高) 36

岩山 (亀田中) 37

15 久慈 (亀田中) 二本柳

14 鈴木 (ＭＣクラブ)

(大妻高) 38

16 鈴木 (函館中部高) 久保田 (函館大谷高) 39

17 櫻庭 (大妻高) 木村 (大妻高) 40

藤田 (ＭＣクラブ) 41

19 ｂｙｅ 冨樫

18 細谷 (ＭＣクラブ)

(南茅部少) 42

20 加茂 (市立函館高) 栁谷 (市立函館高) 43

21 高橋 (大妻高) 渡部 (ＭＣクラブ) 44

(大妻高) 46

境 (ＷＩＭＰＳ) 45

23 土井 (函館大谷高) 小川

22 山田 (函館中部高)




