
2018『宮嶋杯』魚津オープン ホープス・カデット卓球大会

平成30年3月3日～3月4日

ありそドーム

A：中学男子団体

1 2 3
ﾌｪﾆｯｸｽ卓球ｸﾗﾌﾞ 藤の里卓球ｸﾗﾌﾞＢ 魚津西部

福　井 新　潟 富　山 A201

砺波ジュニアA 北星クラブ 堀川中学校B
富　山 石　川 富　山 A101

せいなんぶTTC・Ａ 佐久卓振会Jr.NEO チーム宮坂 A301

石　川 長　野 富　山
米田道場 大野ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 福野Ａ
愛　知 福　井 富　山 A202

白根アトム 卓伸クラブＢ 般若中学校
新　潟 愛　知 富　山 A401

楢川ｽﾎﾟｰﾂ少年団 青海ＴＣ 堀川中学校Ａ
長　野 新　潟 富　山 A203

１１ＢＥＡＴ せいなんぶTTC・Ｂ 福野Ｂ
岐　阜 石　川 富　山

ミナミラボ 糸魚川ジュニア 戸出ジュニア A302

福　井 新　潟 富　山 A102

ﾌﾞﾙｰｽｶｲｼﾞｭﾆｱ ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ ﾒｲﾄ 浦大野ピンポンズ
新　潟 石　川 富　山 A204

卓伸クラブＡ 藤の里卓球ｸﾗﾌﾞＡ 砺波ジュニアB
愛　知 新　潟 富　山

B：中学女子団体
1 2 3

ﾌｪﾆｯｸｽ卓球ｸﾗﾌﾞ 藤の里卓球ｸﾗﾌﾞＢ 富山APEXｼﾞｭﾆｱＢ
福　井 新　潟 富　山 B201

１１ＢＥＡＴ ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ ﾒｲﾄＢ OTTC Jr
岐　阜 石　川 新　潟 B101

白根アトム 楢川ｽﾎﾟｰﾂ少年団 チーム宮坂
新　潟 長　野 富　山 B301

ミナミラボ ﾌﾞﾙｰｽｶｲｼﾞｭﾆｱ 戸出ジュニア
福　井 新　潟 富　山 B102

ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ ﾒｲﾄＡ 新大クラブ 富山APEXｼﾞｭﾆｱＡ
石　川 新　潟 富　山 B202

ＪＵＰＩＣ-Ⅰ 藤の里卓球ｸﾗﾌﾞＡ 砺波ジュニア
長　野 新　潟 富　山 B103

卓伸クラブ ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ ﾒｲﾄＣ 氷見クラブ
愛　知 石　川 富　山
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2018『宮嶋杯』魚津オープン ホープス・カデット卓球大会

平成30年3月3日～3月4日

ありそドーム

C：小学男子団体

1 2 3
ﾌｪﾆｯｸｽ卓球ｸﾗﾌﾞA 卓伸クラブＥ 魚津クラブ

福　井 愛　知 富　山 C201

卓伸クラブB Practice Jr 富山APEXｼﾞｭﾆｱ
愛　知 石　川 富　山 C101

砺波ジュニアA ミナミラボＢ 黒部ジュニア C301

富　山 福　井 富　山
米田道場 大野ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱA ＳＴライトニング
愛　知 福　井 富　山 C202

若穂ｼﾞｭﾆｱ卓球ｸﾗﾌﾞ 卓伸クラブＣ 堀南クラブＢ
長　野 愛　知 富　山 C401

卓伸クラブA ﾌｪﾆｯｸｽ卓球ｸﾗﾌﾞC チーム宮坂
愛　知 福　井 富　山 C203

１１ＢＥＡＴ 大野ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱB 堀南クラブＡ
岐　阜 福　井 富　山

白根アトム ﾌｪﾆｯｸｽ卓球ｸﾗﾌﾞB STEP氷見 C302

新　潟 福　井 富　山 C102

大宗ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 美山スポ少 ｼｬｲﾝ卓球ｸﾗﾌﾞ
石　川 福　井 富　山 C204

ミナミラボＡ 卓伸クラブＤ 砺波ジュニアB
福　井 愛　知 富　山

D：小学女子団体
1 2 3

若穂ｼﾞｭﾆｱ卓球ｸﾗﾌﾞ OTTC Jr　Ａ 大野ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱB
長　野 新　潟 福　井 D101

米田道場 大野ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱC 黒部ジュニア
愛　知 福　井 富　山 D201

美山スポ少 卓伸クラブB Practice Jr
福　井 愛　知 石　川 D102

ミナミラボＡ 上越ジュニア チームコスモＡ
福　井 新　潟 富　山 D301

卓伸クラブA ミナミラボＢ 富山APEXｼﾞｭﾆｱ
愛　知 福　井 富　山 D103

大野ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱA 卓伸クラブＣ ＳＴライトニング
福　井 愛　知 富　山 D202

大宗ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ ＪＵＰＩＣ-Ⅱ チームコスモＢ
石　川 長　野 富　山 D104

ﾌｪﾆｯｸｽ卓球ｸﾗﾌﾞ OTTC Jr　Ｂ STEP氷見
福　井 新　潟 富　山
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