
期　日　： 　平成２８年４月１７日（日）

会　場　： 　あいづ総合体育館

主　催　： 　福 島 県 卓 球 協 会

主　管　： 　会 津 卓 球 協 会

平成２８年度　福島県クラブ選手権大会　兼

第３５回全日本クラブ選手権大会福島県予選会

平成２８年度　福島県実業団選手権大会兼

第６６回全日本実業団卓球選手権大会福島県予選会

会津若松市　鶴ヶ城

記　録



期　日　：　平成28年4月17日（日） 　　　会　場　：　会津若松市　あいづ総合体育館

主　催　：　福 島 県 卓 球 協 会 　　　主　管　：　会 津 卓 球 協 会

No. 種目 優勝 第2位 第3位 第3位

1 男子一般の部1部 ☆　福 卓 会 GLORY

2 男子一般の部2部 ☆　福 卓 会 GLORY 喜多方卓球ランド いわき卓球A

☆　ひまわりクラブ 相馬クラブ 白河クラブ

4 男子　60代の部 出場なし

☆本宮卓球クラブA ☆富久山卓球クラブA ★喜多方卓球ランド ☆郡山第一卓球クラブ

出場なし

7 女子一般の部2部 出場なし

9 女子　50代の部 ☆ひまわりクラブ Team　SANKYO

9 女子　60代の部 ☆すみれ卓球クラブ カトレアクラブ

10 女子　小・中学生の部 ☆喜多方卓球ランド ☆富久山卓球クラブA ☆本宮卓球クラブA 富久山卓球クラブB

☆印：全国大会出場チーム　　　　　　　　　　　　　出場チーム数　全49チーム

No. 種目 優勝 第2位
1 男子団体 ☆　OLYMPUS 日本工営

☆印：全国大会出場チーム

3 男子　50代の部

★　上記以外に　福卓会　が　前年度全国ランクで推薦出場する。

6 女子一般の部1部

★　上記以外に　福卓会　が　前年度全国ランクで推薦出場する。

5 男子　小・中学生の部

卓　球　大　会　記　録

平成28年度　福島県クラブ選手権大会　兼　第35回全日本クラブ選手権大会福島県予選会

大会記録 ※全国大会は7月15日（金）～18日（月･祝）　エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）　で開催される

平成28年度　福島県実業団選手権大会　兼　第66回全日本実業団福島県予選会

大会記録 ※全国大会は6月23日（木）～26日（日）　長野市真島総合スポーツアリーナ（ホワイトリング）で開催される

★　喜多方卓球ランドは　前年度全国ランクでの推薦出場。
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大　会　役　員

競　技　役　員

喜多方卓球ランド保護者会



開　会　式
　　式次第

１．開式のことば 福島県卓球協会会津支部理事長 五十嵐修二

２．主催者挨拶 福島県卓球協会会長 深谷　秀三

３．競技上の注意 大 会 審 判 長 中山　宏也

４．会場使用上の注意 競 技 副 委 員 長 猪俣　裕一

５．諸連絡 福島県卓球協会事務局長 五十嵐修二

６．閉式のことば 福島県卓球協会会津支部理事長 五十嵐修二

　※　会場使用上の注意事項

１．シューズは、屋内用で使うものを使用して、決して土足はしないこと。

２．持ち込んだ　“ゴミ”　は必ず持ち帰ること。

３．ラバーの張替えは、指定されたところで行ってください。

４．館内放送が聞きにくいので、試合順番を良く聞いてください。

５．飲食は、指定された場所（2階フロア・3階観客席）以外ではしないこと。

６．コート（アリーナ面）での飲食は一切禁止されておりますが、水分補給のための

　　飲物は、キャップ付のボトルか、専用のストロー付のボトルのみ認める。

７．トイレは、きれいに使用し、トイレットペーパーでの手拭はしないで下さい。

８．出入り口のドアについて、非常口や張り紙のしてあるところは、非常時以外は

　　絶対に開けないこと。

９．貴重品は、各自で管理すること。（過去、盗難の連絡が数件入ってます。）

１０．壁やドア、器物等の破損は絶対にしないで下さい。

１１．大人の方のタバコについては、館内禁煙となりましたので、玄関の外でお願いします。

 体育館は市民皆さんのものです。大切に、そしてきれいに使うことをお互いに心がけて下

さい。 

 大会運営がスムーズに行えますように、会場設営・後片付け・清掃・審判・進行等への積

極的なご協力をお願いいたします。 



１.競技ルール

① 現行の日本卓球ルールによる。　タイムアウト制は全試合適用しない。

② 全試合11本5ゲームで行う。

③ 使用球は、ＪＴＴＡ公認プラスチック球；　ニッタク　40㎜ホワイトのみを使用する。

④ 原則、全試合、各全国大会のルールに則る。

⑤ 原則、3点先取であるが、種目により5番まで行なうものもある。但し、結果は頭より3点先取とする。

⑥ オーダーは　各試合、整列時に交換する。

⑦ ゼッケンは平成28年度（公財）日本卓球協会指定のものを持参して使用すること。

⑧ 競技服装は、日本卓球協会公認の正規のものを着用すること。

⑨ ラバーをラケット本体に貼る場合、揮発性有機溶剤を含んでいないものとしてJＴＴＡが公認した

接着剤のみを使用すること。

２.試合方法 

① 競技は　リーグ戦は　頭から3点先取で計算する。　トーナメントは　3点先取で終了する。

② 一般の部 ：監督1名、コーチ1名、選手4～6名を登録する（但し、監督のみでコーチがいないチーム編成も認める）。

登録選手による4シングルス、1ダブルスを編成し、3番にダブルスをおき3点先取法により勝敗を決定する。

但し、1、2番の選手で3番のダブルスを組むことはできない。

③ 50代の部 ：選手は50才以上で登録する。監督1名、コーチ1名、選手4～6名を登録する（但し、監督のみでコーチが

いないチーム編成も認める）。登録選手による4シングルス、1ダブルスを編成し、3番にダブルスをおき3点先取法に

より勝敗を決定する。但し、1・2番の選手で3番のダブルスを組むことはできない。

④ 60代の部 ：選手は60才以上で登録する。監督1名、コーチ1名、選手4～6名を登録する（但し、監督のみでコーチが

いないチーム編成も認める）。登録選手による4シングルス、1ダブルスを編成し、3番にダブルスをおき3点先取法に

より勝敗を決定する。但し、1・2番の選手で3番のダブルスを組むことはできない。

⑤ 小･中学生の部：監督1名、コーチ1名、選手4～6名（中学生以下）を登録する（但し、監督のみでコーチがいない

チーム編成も認める）。登録選手による4シングルス1ダブルスで編成し、3番にダブルスをおき3点先取法に

より勝敗を決定する。但し、1・2番の選手で3番のダブルスを組むことはできない。

　試合順序　①中学生以下 ②小学生 ③小･中学生or小学生同士 ④小学生 ⑤中学生以下

※小・中学生の部のみ年令の低い者が年令の高い所への出場することを認める。

※シングルスとダブルスの2試合に出場できるが、シングルスのみ2試合出場することはできない

⑥ ※申込後、監督会議終了までの登録選手の変更は2名までとし、他のチームからの変更は認めない。

また、開会式開始後の変更は受け付けない。

⑦ ※両チーム整列時に、試合に出場する既定の4名以上のメンバーがその場に整列していなければならない。

（メンバー不足の場合は団体戦として無効となる。）

３.参加資格
参加資格は　各種目、全国大会要項に準ずる。

４.全国ランクチーム
次のチームは　前年度　全国大会ランク取得により、全国大会へは推薦出場できる。

但し、本大会終了時までに　申込を終えること。

　◎男子50代の部　福卓会、　◎女子1部　福卓会、　◎小中学男子　喜多方卓球ランド

５．全国大会申込
各種目、全国大会出場資格を得たチームは、本日中に参加料を添えて申し込みを行なって下さい。

正式申込書を　エクセル版で作成する場合は　事務局よりフォームを入手し、期日までに事務局へメールで

申込下さい。



１．男子一般の部　１部 　全国大会出場枠　：　１チーム １２コート

　(5番まで行なってください)

１．GLORY 1 3

２．男子一般の部　２部 　全国大会出場枠　：　1チーム

13コート、＋12コート終了後は2台進行
A チーム名 GLORY いわき卓栄会 チーム恩鶴B 得点 順位

1 GLORY 3-0 3-0 4 1

2 いわき卓栄会 0-3 3-2 3 2

3 チーム恩鶴B 0-3 2-3 2 3

試合順序　：　①2-3　　②1-3　　③1-2 1試合2台進行で行う

14,15コート　＋　16,15コート　1試合1.5台進行で行う
B チーム名 福卓会 相馬クラブ すみれ卓球クラブ いわき卓球B 得点 順位

1 福卓会 〇　キ 3-0 3-0 6 1

2 相馬クラブ ×　キ ×　キ ×　キ 0 4

3 すみれ卓球クラブ 0-3 〇　キ 1-3 4 3

4 いわき卓球B 0-3 〇　キ 3-1 5 2

試合順序　：　①1-4　　②2-3　　③1-3　　④2-4　　⑤1-2　　⑥3-4

17,18コート　＋　19,18コート　1試合1.5台進行で行う
C チーム名 喜多方卓球ランド Unite みやたクラブ 只見卓球くらぶ 得点 順位

1 喜多方卓球ランド 3-2 3-0 3-0 6 1

2 Unite 2-3 3-1 3-0 5 2

3 みやたクラブ 0-3 1-3 3-0 4 3

4 只見卓球くらぶ 0-3 0-3 0-3 3 4

試合順序　：　①1-4　　②2-3　　③1-3　　④2-4　　⑤1-2　　⑥3-4

只見卓球くらぶ 20,21コート　＋　22,21コート　1試合1.5台進行で行う
D チーム名 N・E・O いわき卓球A ジャド卓球クラブ チーム恩鶴A 得点 順位

1 N・E・O 1-3 3-0 3-1 5 2

2 いわき卓球A 3-1 3-1 3-0 6 1

3 ジャド卓球クラブ 0-3 1-3 3-0 4 3

4 チーム恩鶴A 1-3 0-3 0-3 3 4

試合順序　：　①1-4　　②2-3　　③1-3　　④2-4　　⑤1-2　　⑥3-4

　男子一般の部　２部決勝トーナメント 　全国大会出場枠　：　１チーム
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３．男子　５０代の部 　全国大会出場枠　：　１チーム

１，２コート　＋　３，２コート　1試合1.5台進行で行う
チーム名 ひまわりクラブ 相馬クラブ チームUEDA 白河クラブ 得点 順位

1 ひまわりクラブ 3-1 2-3 3-0 2-1　〇 1

2 相馬クラブ 1-3 3-2 3-1 2-1　× 2

3 チームUEDA 3-2 2-3 1-3 1-2　× 4

4 白河クラブ 0-3 1-3 3-1 1-2　〇 3

試合順序　：　①1-4　　②2-3　　③1-3　　④2-4　　⑤1-2　　⑥3-4 1試合2台進行で行う

８．女子　５０代の部 　全国大会出場枠　：　１チーム

１０，１１ート　1試合　２台進行で行う

チーム名 Team　SANKYO すみれ卓球クラブ ひまわりクラブ 得点 順位

1 Team　SANKYO 〇　キ 2-3 3 2

2 すみれ卓球クラブ ×　キ ×　キ 0 3

3 ひまわりクラブ 3-2 〇　キ 4 1

試合順序　：　①２－３　②　1-　①の敗者　　②　1-①の勝者 　(5番まで行なってください)

９．女子　６０代の部 　全国大会出場枠　：　１チーム ２３コート　第一試合

　(5番まで行なってください)

１．すみれ卓球クラブ 3 0

平成28年度福島県クラブ選手権大会　兼　第35回全日本クラブ選手権大会福島県予選会

A-１位　GLORY

B-1位　福卓会

C-1位　喜多方卓球ランド

D-1位　いわき卓球A

２．カトレアクラブ

２．福 卓 会



５．男子　小・中学生の部 　全国大会出場枠　：　３チーム

※各予選リーグ1、２位は決勝トーナメントへ。

※予選リーグは　頭から3点先取とします。

※試合順は下記の通りとし、1，2番で3番のダブルスを組むことはできない

１．中学生以下A　２．小学生A　３．小・中学生or小学生同士のダブルス　４．小学生　５．中学生以下

予選Aリーグ ４，５コート　＋　６，５コート

チーム名 富久山卓球クラブA ジャド卓球クラブ いわき卓球B 本宮卓球クラブC 得点 順位

1 富久山卓球クラブA 3-1 3-0 3-0 6 1

2 ジャド卓球クラブ 1-3 3-0 3-0 5 2

3 いわき卓球B 0-3 0-3 0-3 3 4

4 本宮卓球クラブC 0-3 0-3 3-0 4 3

試合順序　：　①1-4　②2-3　/　③1-3　④2-4　/　⑤1-2　⑥3-4

予選Bリーグ ７，８コート　＋　９，８コート

チーム名 本宮卓球クラブA いわき卓球A T.C赤井沢 本宮卓球クラブD 得点 順位

1 本宮卓球クラブA 3-0 3-0 3-0 6 1

2 いわき卓球A 0-3 0-3 3-0 4 3

3 T.C赤井沢 0-3 0-3 3-0 5 2

4 本宮卓球クラブD 0-3 0-3 0-3 3 4

試合順序　：　①1-4　②2-3　/　③1-3　④2-4　/　⑤1-2　⑥3-4

予選Cリーグ ２４，２５コート　＋　２６，２５コート

チーム名 本宮卓球クラブB みなみクラブ 郡山第一卓球クラブ 富久山卓球クラブB 得点 順位

1 本宮卓球クラブB 1-3 3-2 3-0 5　　4/5 3

2 みなみクラブ 3-1 1-3 3-0 5　　4/4 2

3 郡山第一卓球クラブ 2-3 3-1 3-0 5　　5/4 1

4 富久山卓球クラブB 0-3 0-3 0-3 3 4

試合順序　：　①1-4　②2-3　/　③1-3　④2-4　/　⑤1-2　⑥3-4

決勝トーナメント

3

3 1
2

3
1 0

3

福島県クラブ卓球選手権大会 頭から3点先取とします。

ランク:喜多方卓球ランド☆ ①　富久山卓球クラブA ②　本宮卓球クラブA 勝-敗 順位

1 ランク:喜多方卓球ランド☆ 0-3 0-3 0-2 3

2 ①　富久山卓球クラブA 3-0 1-3 1-1 2

3 ②　本宮卓球クラブA 3-0 3-1 2-0 1 優勝

試合順番　　①　1-試合ができる方　　②　①敗者-　　　　　③　最終

郡山第一卓球クラブ

①

②㋑

㋐
A-１位　富久山卓球クラブA

㋐の敗者　みなみクラブ

㋑の敗者　郡山第一卓球クラブ
第３代表決定戦

C-1位　郡山第一卓球クラブ

A-2位　ジャド卓球クラブ

C-2位　みなみクラブ

B-１位　本宮卓球クラブA

B-2位　T.C赤井沢



10.女子　小・中学生の部 　全国大会出場枠　：　３チーム

※各予選リーグ1、２位は決勝トーナメントへ。

※予選リーグは　頭から3点先取とします。

※試合順は下記の通りとし、1，2番で3番のダブルスを組むことはできない

１．中学生以下A　２．小学生A　３．小・中学生or小学生同士のダブルス　４．小学生　５．中学生以下

27,28コート　＋　29,30コート
富久山卓球クラブA 喜多方卓球ランド 郡山第一卓球クラブ 金谷卓球クラブ 本宮卓球クラブB 得点 順位

1 富久山卓球クラブA 3-1 3-0 3-0 3-0 8 1

2 喜多方卓球ランド 1-3 3-1 3-0 3-0 7 2

3 郡山第一卓球クラブ 0-3 1-3 1-3 3-0 5 4

4 金谷卓球クラブ 0-3 0-3 3-1 3-1 6 3

5 本宮卓球クラブB 0-3 0-3 0-3 1-3 4 5

31,32コート　＋　33,34コート
いわき卓球 本宮卓球クラブA T.C赤井沢 猪苗代卓球クラブ 富久山卓球クラブB 得点 順位

1 いわき卓球 0-3 1-3 3-0 0-3 5 4

2 本宮卓球クラブA 3-0 3-2 3-0 3-0 8 1

3 T.C赤井沢 3-1 2-3 3-0 1-3 6 3

4 猪苗代卓球クラブ 0-3 0-3 0-3 0-3 4 5

5 富久山卓球クラブB 3-0 0-3 3-1 3-0 7 2

①　2-5 ③　1-3 ⑤　2-4 ⑦　3-5 ⑨　1-4

②　3-4 ④　4-5 ⑥　1-5 ⑧　1-2 ⑩　2-3

決勝トーナメント

1
3

第３代表決定戦

1
3

　全国大会出場枠　：　３チーム

１．OLYMPUS 3 0
　(5番まで行なってください)

A　ブロック

B　ブロック

試合順番

2．日本工営

富久山卓球クラブB

本宮卓球クラブA㋑の敗者

㋐の敗者

A-１位　富久山卓球クラブA

B-2位　富久山卓球クラブB

A-2位　喜多方卓球ランド

B-１位　本宮卓球クラブA

㋐

㋑

優　勝
喜多方卓球ランド

（１）実業団男子

平成２８年度　福島県実業団選手権大会　兼　全日本実業団福島県予選会

２３コート　第二試合

本宮卓球クラブA



選手名簿　（１）
種目 種目

チーム名 チーム名
監督 原　　晃 監督 佐藤　久也

コーチ 岩本　爾郎 コーチ 柏原　裕治
選手(主将) 原　　亨 29 選手(主将) 佐藤　温 27歳

選　手 鈴木　優 25 選　手 関本　健 24歳
選　手 渡辺　健吾 23 選　手 水野　大道 24歳
選　手 佐藤　宏樹 24 選　手 松浦　善幸 23歳
選　手 田中　悠太 22 選　手 根本　一城 23歳
選　手 　 　 選　手 小野　貴大 23歳

種目 種目 種目
チーム名 チーム名 チーム名

監督 原　　晃 監督 鈴木　英志 監督 安原　大輔
コーチ 岩本爾郎 コーチ 菊池　正夫 コーチ 　

選手(主将) 鈴木　正登 34 選手(主将) 鈴木　英志 54 選手(主将) 譽田　浩平 １９歳
選　手 髙橋　直也 35 選　手 菊池　正夫 52 選　手 鈴木　好 ２４歳
選　手 玉川　寿彦 33 選　手 目黒　冬和 23 選　手 佐藤　研二 ３６歳
選　手 佐藤　潤 32 選　手 石川　貴大 24 選　手 佐久間　良介 ２８歳
選　手 深谷　亮幸 45 選　手 渡部　広人 24 選　手 安原　大輔 ３９歳

種目 種目 種目
チーム名 チーム名 チーム名

監督 橋本　卓央 監督 橋本　卓央 監督 鈴木　右文
コーチ 　 コーチ 　 コーチ 佐藤　嘉一

選手(主将) 橋本　卓央 31歳 選手(主将) 永山　京介 37歳 選手(主将) 根本　拓也 ３６歳
選　手 田中　茂輝 31歳 選　手 菅波　大介 35歳 選　手 長谷川　卓 ３１歳
選　手 髙木　大輔 31歳 選　手 伊東　大介 35歳 選　手 渡辺　大樹 ２４歳
選　手 澤田　健史 28歳 選　手 菅波　勇介 28歳 選　手 山﨑　暢也 ２０歳
選　手 　 選　手 小野　信重 47歳 選　手

種目 種目 種目
チーム名 チーム名 チーム名

監督 大平　康太 監督 須藤　　将 監督 小塩　　浩
コーチ 　 コーチ 小幡　耕平 コーチ

選手(主将) 大平　康太 ２２歳 選手(主将) 須藤　　将 32歳 選手(主将) 小塩　浩 ４６歳
選　手 折笠　正道 ２２歳 選　手 小幡　耕平 26歳 選　手 大水　勝幸 ５６歳
選　手 北郷　佑一 ２１歳 選　手 渡部　智也 24歳 選　手 栗城　延幸 ４３歳
選　手 佐藤　亮介 ２０歳 選　手 宮川　勇樹 20歳 選　手 田母神正美 ３０歳
選　手 田子　直樹 ２０歳 選　手 仲井　正光 26歳 選　手 水野　潤樹 ２７歳
選　手 高木　柊希 １９歳 選　手 　 　 選　手 谷津　信明 ２５歳

種目 種目 種目
チーム名 チーム名 チーム名

監督 中井　大聖 監督 橋本勝 監督 佐藤　久也
コーチ コーチ 菅野章吾 コーチ 柏原　淳也

選手(主将) 中井　大聖 ２３歳 選手(主将) 橋本　勝 42 選手(主将) 今福　豊 35歳
選　手 志賀　雄哉 ２２歳 選　手 狗飼　拓哉 30 選　手 大和田直樹 31歳
選　手 西澤　直輝 ２１歳 選　手 村上　雄一 30 選　手 矢吹雄一郎 30歳
選　手 久保木斗真 ２１歳 選　手 佐藤　聡太 26 選　手 柏原　裕治 30歳
選　手 　　 　 選　手 渡辺　一樹 27 選　手 石井　武敏 28歳
選　手 　　 　 選　手 菅野　隆博 30 選　手 桑原　敬人 25歳

種目 種目 種目
チーム名 チーム名 チーム名

監督 中山　宏也 監督 穴澤　彰太 監督 新井田　篤
コーチ 五十嵐修二 コーチ 柳原　隆司 コーチ 黒金　正寛

選手(主将) 中山　宏也 26 選手(主将) 柳原　隆司 29歳 選手(主将) 新井田　篤 30歳
選　手 上野　元成 26 選　手 黒岩　昭男 34歳 選　手 黒金　正寛 24歳
選　手 鈴木　英樹 23 選　手 佐藤　大地 23歳 選　手 五十嵐　拓 33歳
選　手 石川　貴人 24 選　手 佐藤　雅人 18歳 選　手 青木　竜也 24歳
選　手 佐藤　　淳 40 選　手 穴澤　彰太 28歳 選　手 　 　

２．男子一般の部　２部

２．男子一般の部　２部

いわき卓球B

相馬クラブ

年齢

２．男子一般の部　２部

年齢

２．男子一般の部　２部
チーム恩鶴A チーム恩鶴Ｂ

年齢

２．男子一般の部　２部

年齢

年齢

年齢

年齢年齢

すみれクラブ

２．男子一般の部　２部

年齢

年齢

年齢

学年

年齢

ＧＬＯＲＹ福卓会

２．男子一般の部　２部
喜多方卓球ランド

年齢

福卓会 ジャド卓球クラブ

２．男子一般の部　２部

ＧＬＯＲＹ

１．男子一般の部　1部 １．男子一般の部　1部

２．男子一般の部　２部

２．男子一般の部　２部

２．男子一般の部　２部

N・E・O

Ｕｎｉｔｅ（ユナイト）

みやたクラブ

２．男子一般の部　２部

２．男子一般の部　２部
只見卓球くらぶ

２．男子一般の部　２部

２．男子一般の部　２部

いわき卓球A

年齢

年齢

いわき卓栄会

年齢



選手名簿　（２）

種目 種目 種目
チーム名 チーム名 チーム名

監督 齋藤　智英 監督 田子　光政 監督 堀田　賢治
コーチ 栗林　幸三 コーチ 葛西　伸行 コーチ 　

選手(主将) 栗林　幸三 56歳 選手(主将) 田子　光政 ５６歳 選手(主将) 堀田　賢治 ６４歳
選　手 石原　朋宏 57歳 選　手 葛西　伸行 ５７歳 選　手 岡部　　武 ５９歳
選　手 貴志　文夫 53歳 選　手 高橋　典彦 ５５歳 選　手 水野谷敏彦 ５６歳
選　手 齋藤　智英 53歳 選　手 大平　繁則 ５５歳 選　手 佐久間善次 ５１歳
選　手 選　手 選　手

種目 種目 種目
チーム名 チーム名 チーム名

監督 安達　広 監督 清原　敦子 監督 菊地　千恵子
コーチ 後藤　誠一 コーチ 　 コーチ 後藤　誠一

選手(主将) 安達　広 66歳 選手(主将) 清原　敦子 58歳 選手(主将) 菊地　千恵子 68歳
選　手 西條　勇 60歳 選　手 荒木　浩子 56歳 選　手 藤澤　宣子 55歳
選　手 瓶子　巧 55歳 選　手 蛭田久美子 54歳 選　手 田村　雅代 53歳
選　手 鈴木　徹 54歳 選　手 伊藤　和子 53歳 選　手 髙橋　啓子 52歳
選　手 渡辺　達也 51歳 選　手 選　手 渡辺　真紀子 51歳
選　手 佐藤　定明 50歳 選　手 選　手

種目 種目 種目
チーム名 チーム名 チーム名

監督 伊藤　秀行 監督 佐藤　節子 監督 伊藤　秀行
コーチ コーチ コーチ 伊藤恵美子

選手(主将) 笹木　輝美 59歳 選手(主将) 佐藤　節子 70歳 選手(主将) 伊藤恵美子 68歳
選　手 木村千栄子 66歳 選　手 南　喜代子 70歳 選　手 渡辺　道子 68 歳
選　手 佐藤　敦子 58歳 選　手 母袋　笙子 69歳 選　手 土屋千恵子 63 歳
選　手 阿部　末美 53歳 選　手 加藤　慶子 64歳 選　手 星　　強子 61歳
選　手 選　手 羽根　正子 62歳 選　手 斎藤ハツ子 61 歳
選　手 選　手 大槻　京子 60歳 選　手

種目 種目 種目
チーム名 チーム名 チーム名

監督 五十嵐修二 監督 佐藤　潤 監督 安原　大輔
コーチ 原田　一孝 コーチ 北澤　侑子 コーチ 　

選手(主将) 髙橋　優磨 中3 選手(主将) 佐藤　優多 中3 選手(主将) 斎藤　駿 中3
選　手 渡部　朔矢 中3 選　手 小野　草太 中2 選　手 松本　夢源 中3
選　手 新田　大和 中2 選　手 三瓶　英恭 中1 選　手 茂木　大知 中3
選　手 生江　元気 中1 選　手 志賀　亘佑 小4 選　手 安原　成 小6
選　手 渡部　颯太 小6 選　手 本田　一成 小6 選　手 渡邉隆之介 小6
選　手 岩本　真爾 小1 選　手 選　手 　

種目 種目 種目
チーム名 チーム名 チーム名

監督 深谷　秀三 監督 深谷　秀三 監督 荒井　弘行
コーチ 続橋　彰夫 コーチ 岩永　尚士 コーチ 荒井　智子

選手(主将) 岩永　宗久 中1 選手(主将) 米田　悠真 中1 選手(主将) 滝沢　侑大 中2
選　手 続橋　賢人 中1 選　手 濵尾　将汰 中1 選　手 菊地　拓真 中2
選　手 猪狩　　葵 小6 選　手 景山　和真 小6 選　手 根本　仁太 小6
選　手 続橋　秀人 小5 選　手 岩永　尭久 小5 選　手 阿部　拓真 小6
選　手 古川　　魁 中2 選　手 若松龍志郎 小2 選　手 滝沢　倖也 小5

種目 種目 種目
チーム名 チーム名 チーム名

監督 桑原　敬人 監督 橋本　卓央 監督 橋本　卓央
コーチ 小池　秀一 コーチ 　 コーチ 　

選手(主将) 佐久間　勇伎 中3 選手(主将) 船生　　優 中2 選手(主将) 小松　亮太 中1
選　手 三浦　大希 中2 選　手 時計　太一 中1 選　手 大澤　　柊 中1
選　手 保住　昊 小5 選　手 久々宮匠海 小6 選　手 木下　宙和 小6
選　手 小池　開 小4 選　手 船生　岳冬 小4 選　手 大和田暖稀 小6

年齢年齢

５．男子　小中学生の部

T.C赤井沢

富久山卓球クラブＡ 富久山卓球クラブＢ

学年

学年 学年

Team SANKYO

すみれクラブ

年齢

年齢

チームUEDA

学年

学年

５．男子　小中学生の部

５．男子　小中学生の部

３．男子　５０代の部

みなみクラブ

学年

３　男子　５０代の部

５．男子　小中学生の部

学年

学年

学年

いわき卓球B

９　女子　６０代の部
すみれクラブ カトレアクラブ

５．男子　小中学生の部

喜多方卓球ランド

年齢

年齢

５．男子　小中学生の部

白河クラブ

郡山第一クラブ

３．男子　５０代の部

８　女子　５０代の部

５．男子　小中学生の部

８　女子　５０代の部

９　女子　６０代の部

いわき卓球A

年齢

５．男子　小中学生の部

５．男子　小中学生の部

年齢

ジャド卓球クラブ

３　男子　５０代の部
相馬クラブ

ひまわりクラブ
８　女子　５０代の部

ひまわりクラブ

年齢



選手名簿　（３）

種目 種目 種目
チーム名 チーム名 チーム名

監督 武田　勇治 監督 武田　勇治 監督 武田　勇治
コーチ 助川　利夫 コーチ 助川　利夫 コーチ 石澤　貴夫

選手(主将) 加藤　大晟 中3 選手(主将) 金澤　勝吾 中1 選手(主将) 鹿俣　　蓮 中2
選　手 齋藤　幸祐 中2 選　手 原　愛生斗 中1 選　手 栁沼　利來 中1
選　手 鹿俣　　葵 小5 選　手 片吉　　章 小5 選　手 兼谷　遥斗 小2
選　手 石澤　和磨 小5 選　手 安斎　　倖 小5 選　手 片吉　　勇 小3

種目 種目 種目
チーム名 チーム名 チーム名

監督 武田　勇治 監督 原田　一孝 監督 猪俣　裕一
コーチ 石澤　貴夫 コーチ 五十嵐修二 コーチ 　

選手(主将) 長島　晴哉 中2 選手(主将) 原田　優芽 中3 選手(主将) 猪俣　みお 中3
選　手 本多　和真 中2 選　手 高橋　智捺 中3 選　手 村尾　　碧 中3
選　手 國分　智哉 中3 選　手 佐藤　有沙 中2 選　手 小澤はるか 中3
選　手 酒井　風樹 小6 選　手 永山　茉奈 中1 選　手 柴田　芽依 中3
選　手 畠　　悠悟 小4 選　手 原田　優衣 小4 選　手 佐藤　愛莉 小6
選　手 本多　大和 小2 選　手 生江　未来 小2 選　手 草野日向子 小5

種目 種目 種目
チーム名 チーム名 チーム名

監督 大沼　佑 監督 橋本　卓央 監督 佐藤　　嚴
コーチ 桑原　敬人 コーチ 　 コーチ 　

選手(主将) 小池　うた 中2 選手(主将) 遠藤　愛和 中3 選手(主将) 根本　　薫 中3
選　手 安達　玲佳 中2 選　手 堀　かの子 中3 選　手 横田　瑳希 中3
選　手 國分　綾乃 小6 選　手 小西　真優 中2 選　手 鈴木　美羽 中2
選　手 桑原みずき 小5 選　手 岡田　紗季 小5 選　手 矢作　愛望 中1
選　手 　 選　手 久保菜々美 小4 選　手 鈴木美夢奈 小6
選　手 選　手 選　手 井上　　華 小6

種目 種目 種目
チーム名 チーム名 チーム名

監督 深谷　秀三 監督 深谷　秀三 監督 荒井　弘行
コーチ 深谷　由美 コーチ 深谷　亮幸 コーチ 荒井　智子

選手(主将) 伊藤　　笑 中3 選手(主将) 若松　優希 中3 選手(主将) 佐藤　想夏 中1
選　手 深谷　和花 中1 選　手 遠藤まこと 中2 選　手 國分　穂香 中1
選　手 髙橋　美悠 小6 選　手 苅宿　千穂 小6 選　手 千葉　珠音 小5
選　手 伊藤今日香 小6 選　手 深谷菜々美 小4 選　手 千葉　眞音 小3

種目 種目
チーム名 チーム名

監督 柏谷　潔 監督 柏谷　潔
コーチ 助川　利夫 コーチ 助川　利夫

選手(主将) 國分　陽奈 中3 選手(主将) 酒井　夏海 中2
選　手 石澤　さくら 中1 選　手 大内　姫愛 小5
選　手 原　　夢璃 小5 選　手 佐藤裕紀子 小6
選　手 兼谷　彩音 小5 選　手 栁沼　夏帆 小2

種目 実業団男子 種目
チーム名 OLYMPUS チーム名

監督 上野　広基 年齢 監督 森尾悠一郎
コーチ コーチ

選手(主将) 生江　聡 47 選手(主将) 柳沼　一喜 29歳
選　手 高橋　竜太 30 選　手 森尾悠一郎 33歳
選　手 大房　武史 29 選　手 鴨池　勝典 48歳
選　手 成田 浩平 24 選　手 冨吉　佳太 24歳
選　手 佐藤　　眞 20 選　手 　 　

本宮卓球クラブA 本宮卓球クラブB

郡山第一クラブ

学年 学年

学年

１０．女子　小中学生の部 １０．女子　小中学生の部

１０．女子　小中学生の部

１０．女子　小中学生の部

T.C赤井沢

学年学年

年齢

学年

富久山卓球クラブＢ

本宮卓球クラブD

富久山卓球クラブＡ

日本工営福島

学年

学年

学年

５．男子　小中学生の部

本宮卓球クラブＣ本宮卓球クラブＡ

学年

喜多方卓球ランド

学年

本宮卓球クラブＢ

学年

学年

猪苗代卓球クラブ

いわき卓球 金谷卓球クラブ

学年

５．男子　小中学生の部 １０．女子　小中学生の部

１０．女子　小中学生の部

５．男子　小中学生の部 ５．男子　小中学生の部

１０．女子　小中学生の部

実業団男子

１０．女子　小中学生の部 １０．女子　小中学生の部

１０．女子　小中学生の部


