
日 時 ： #REF! 主 催 ： 福島県卓球協会

会 場 ： #REF! 主 管 ： 福島県卓球協会会津支部

参加者数 男子： 129名 女子： 115名 合計： 244名
1 2 3

男 子

１組 岩永 宜久 （富久山卓球クラブ） 小池 龍成 (Quest D) 荒井 和也 （郡山第一クラブ）

２組 谷本 純一 （平三中） 加藤 大晟 （本宮卓球クラブ） 小林 和稀 （平三中）

３組 齋藤 幸祐 （本宮卓球クラブ） 岩本 慶太 （橘高） 齋藤 雅隆 （本宮卓球クラブ）

４組 小豆畑 遼 （安積高） 鴫原 慧 （橘高） 橋谷田 聡史 （喜多方桐桜高）

５組 岩本 莞爾 （会津高） 佐藤 大亮 （喜多方東高） 滝沢 侑大 （郡山第一クラブ）

６組 滝 康成 （磐崎中） 舩山 健人 （福島四中） 遠藤 優輝 （富久山卓球クラブ）

７組 渡邉 裕人 （郡山四中） 鈴木 翔太 （卓祥会） 佐藤 悠登 （三穂田中）

８組 小林 佑多 (昭和中) 小泉 慶門 （本宮卓球クラブ） 箭内 大悟 （須賀川二中）

９組 成田 晶 （いわき 泉中） 筒井 浩礼 （白河南中） 橋本 龍 （郡山四中）

１０組 鈴木 優斗 （北信中） 大原 祐樹 （三穂田中） 鈴木 健吾 （平三中）

１１組 田子 千晃 （みやたクラブ） 松浦 拓真 (浅川中） 久保 佳透 （小名浜二中）

１２組 栗城 大輔 （矢吹中） 和泉健太郎 （郡山四中） 塩田 礼文 (中島中）

１３組 渡邉 公平 （錦中） 松本 悠 （白河南中） 日下部 遼 （富久山卓球クラブ）

１４組 渡邉 太陽 （緑ヶ丘中） 作田 雅樹 (向陽中） 八代 智仁 （内郷一中）

１５組 井戸川春人 （いわき 泉中） 小野 草太 （みなみクラブ） 齋藤 駿 （ジャド卓球クラブ）

１６組 佐藤 一巴 (卓祥会) 丹治 拓海 （みなみクラブ） 続橋 秀人 （富久山卓球クラブ）

１７組 古川 温音 （いわき 泉中） 新田 大和 （喜多方卓球ランド） 渡部 和也 (田島中）

１８組 角田 大地 (浅川中） 新田 隼人 （喜多方卓球ランド） 鹿俣 蓮 （本宮卓球クラブ）

女 子

１組 高橋 莉子 （喜多方東高） 小林 寛美 （喜多方東高） 髙橋 沙希 （富久山卓球クラブ）

２組 町田 千尋 （本宮卓球クラブ） 高橋 智捺 （喜多方卓球ランド） 高橋 由佳 （喜多方卓球ランド）

３組 岡部あゆみ （古殿スポ少） 國分 陽奈 （本宮卓球クラブ） 小野日花里 （勿来卓球クラブ）

４組 佐藤 好 （相馬東高） 菊田 茉奈 （北信中） 長谷川春佳 （富久山卓球クラブ）

５組 遠藤 詩織 (喜多方桐桜高） 北澤 椎奈 （郡山女子大付属高） 井上 歩香 （飯野卓球スポ少）

６組 中舘 舞 （内郷一中） 大吉 涼加 （白河南中） 横田 遥香 （柚ノ葉クラブ）

７組 猪狩 愛架 （四倉クラブ） 笹島 百加 （勿来卓球クラブ） 今福 真希 （二本松三中）

８組 岡部 美希 (須釜中） 橋本 茜音 （西郷一中） 佐藤 彩菜 (塙中）

９組 中島 紀香 （四倉クラブ） 小池 うた （飯野卓球スポ少） 松本 侑 （中央台北中）

１０組 手島 和奏 （いわき卓球） 鈴木 梨恵 (泉崎中） 小野志緒里 （内郷一中）

１１組 佐藤 杏奈 （郡山七中） 菅野ひかり （飯野卓球スポ少） 溝井 萌 (泉崎中）

１２組 田崎ななみ (泉崎中） 遠藤まこと （富久山卓球クラブ） 大甕 美歩 （向陽中）

１３組 柳沼 亜美 （富久山卓球クラブ） 笹本 夏帆 （内郷一中） 中村 たえ （守山中）

１４組 宮原 沙英 （中央台北中） 遠藤 愛和 （磐崎中） 大竹 遥菜 (泉崎中）

１５組 坪井 未羽 （緑ヶ丘中） 佐藤 冴 （みなみクラブ） 岡部 珠美 （古殿スポ少）

１６組 佐藤 珠璃 （須賀川スポ少） 木村 真子 （岳陽中） 吉田 柚葉 （いわき卓球）
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平成２６年７月５日(日) 猪苗代町総合体育館カメリーナ

組 No. 氏名 所属 地区 メモ 学年 勝 敗 順位 組 No. 氏名 所属 地区 メモ 学年 勝 敗 順位 組 No. 氏名 所属 地区 メモ 学年 勝 敗 順位

男子 1 岩永 宜久 （富久山卓球クラブ） 県中 中2 7 0 1位 男子 1 渡邉 裕人 （郡山四中） 県中 中3 5 1 1位 男子 1 渡邉 公平 （錦中） いわき （推） 中3 6 0 1位

1組 2 小池 龍成 (Quest D) 県北 J3 中2 6 1 2位 7組 2 鈴木 翔太 （卓祥会） 県北 中2 5 1 2位 13組 2 松本 悠 （白河南中） 県南 学32 中2 5 1 2位

16-17 3 荒井 和也 （郡山第一クラブ） 県中 小6 5 2 3位 25コート 3 佐藤 悠登 （三穂田中） 県中 中3 4 2 3位 31コート 3 日下部 遼 （富久山卓球クラブ） 県中 （推） 中3 3 3 3位

責任者 4 遠藤 玲惟 （喜多方卓球ランド） 会津 中2 4 3 4位 責任者 4 遠藤 惟織 （喜多方卓球ランド） 会津 小6 3 3 4位 責任者 4 丹野良太郎 （郡山四中） 県中 学32 中2 3 3 4位

5 五十嵐 諒 （安積高） 県中 IH9 高1 3 4 5位 5 伊藤 壮史 (卓祥会) 県北 中2 2 4 5位 5 芦 和哉 （郡山四中） 県中 学32 中2 2 4 5位

6 金澤 勝太 （本宮卓球クラブ） 県中 中2 2 5 6位 6 高橋 遼 （緑ヶ丘中） 県中 中3 2 4 6位 6 國分 陽平 （飯野卓球スポ少） 県北 （推） 中2 1 5 6位

7 大橋 京平 （いわき 泉中） いわき 中3 1 6 7位 7 前田 稜太 (卓祥会) 県北 中2 0 6 7位 7 星 佳明 (檜沢中） 会津 学32 中2 1 5 7位

8 緑川 直人 (白河実業高） 県南 IH9 高1 0 7 8位 8 8

男子 1 谷本 純一 （平三中） いわき 中3 6 1 1位 男子 1 小林 佑多 (昭和中) 会津 学8 中3 6 0 1位 男子 1 渡邉 太陽 （緑ヶ丘中） 県中 学32 中2 6 1 1位

2組 2 加藤 大晟 （本宮卓球クラブ） 県中 中1 6 1 2位 8組 2 小泉 慶門 （本宮卓球クラブ） 県中 中2 5 1 2位 14組 2 作田 雅樹 (向陽中） 相双 学32 中3 5 2 2位

18-17 3 小林 和稀 （平三中） いわき 中3 4 3 3位 26コート 3 箭内 大悟 （須賀川二中） 県南 カ32 中3 3 3 3位 32コート 3 八代 智仁 （内郷一中） いわき 学32 中2 5 2 3位

責任者 4 本田 一将 （みなみクラブ） 県北 中3 4 3 4位 責任者 4 佐藤 天 （須賀川二中） 県南 中3 3 3 4位 責任者 4 村上 翔太 （郡山四中） 県中 学32 中2 4 3 4位

5 高橋 蓮 （福島ジュニア） 県北 小6 3 4 5位 5 松崎 大悟 （平三中） いわき 中3 2 4 5位 5 山田 翔 （北信中） 県北 学32 中2 3 4 5位

6 相楽 将 （須賀川スポ少） 県南 小6 2 5 6位 6 海野 将太 （赤井中） いわき 中3 1 5 6位 6 喜田 圭哉 （中央台北中） いわき 学32 中2 3 4 6位

7 原田 春輝 （喜多方卓球ランド） 会津 小5 2 5 7位 7 渡邊 煕之 （久之浜中） いわき 中1 1 5 7位 7 遠藤 宏亮 （郡山一中） 県中 学32 中2 2 5 7位

8 渡部 優也 (田島中） 会津 中3 1 6 8位 8 8 上野 孝平 (玉川村立泉中） 県南 学32 中2 0 7 8位

男子 1 齋藤 幸祐 （本宮卓球クラブ） 県中 小6 6 1 1位 男子 1 成田 晶 （いわき 泉中） いわき 学16 中3 6 0 1位 男子 1 井戸川春人 （いわき 泉中） いわき カ32 中3 6 0 1位

3組 2 岩本 慶太 （橘高） 県北 高1 5 2 2位 9組 2 筒井 浩礼 （白河南中） 県南 カ32 中3 5 1 2位 15組 2 小野 草太 （みなみクラブ） 県北 小6 5 1 2位

19-20 3 齋藤 雅隆 （本宮卓球クラブ） 県中 中3 4 3 3位 27コート 3 橋本 龍 （郡山四中） 県中 中3 3 3 3位 33コート 3 齋藤 駿 （ジャド卓球クラブ） 県北 中1 4 2 3位

責任者 4 佐久間裕人 （本宮卓球クラブ） 県中 中3 4 3 4位 責任者 4 奥村京太郎 （内郷一中） いわき 中3 3 3 4位 責任者 4 続橋 賢人 （富久山卓球クラブ） 県中 小5 2 4 4位

5 馬場口立樹 （内郷一中） いわき 中3 3 4 5位 5 伊東 和輝 (北会津中） 会津 カ32 中3 2 4 5位 5 酒井 陸 （矢吹中） 県南 カ16 中2 2 4 5位

6 高橋航太郎 （二本松卓研） 県北 小4 3 4 6位 6 梅澤 尚志 （中央台南中） いわき 中3 1 5 6位 6 三浦 大希 （飯野卓球スポ少） 県北 小6 2 4 6位

7 山廼辺晃生 （磐崎中） いわき 中2 2 5 7位 7 三瓶 英恭 （みなみクラブ） 県北 小5 1 5 7位 7 丹治 史哉 （渡利中） 県北 学32 中2 0 6 7位

8 生江 元気 （喜多方卓球ランド） 会津 小5 1 6 8位 8 8

男子 1 小豆畑 遼 （安積高） 県中 （推） 高1 5 1 1位 男子 1 鈴木 優斗 （北信中） 県北 学32 中3 5 1 1位 男子 1 佐藤 一巴 (卓祥会) 県北 （推） 中2 6 0 1位

4組 2 鴫原 慧 （橘高） 県北 （推） 高2 5 1 2位 10組 2 大原 祐樹 （三穂田中） 県中 学32 中3 5 1 2位 16組 2 丹治 拓海 （みなみクラブ） 県北 （推） 中2 4 2 2位

22コート 3 橋谷田 聡史 （喜多方桐桜高） 会津 （推） 高2 4 2 3位 28コート 3 鈴木 健吾 （平三中） いわき 学16 中3 5 1 3位 37コート 3 続橋 秀人 （富久山卓球クラブ） 県中 小⑫ 小3 4 2 3位

責任者 4 赤城 祐真 （喜多方桐桜高） 会津 （推） 高2 3 3 4位 責任者 4 滝田 俊介 （白河南中） 県南 学32 中3 2 4 4位 責任者 4 過足 元 （郡山四中） 県中 （推） 中3 2 4 4位

5 木坂 和也 （新地高） 相双 （推） 高2 2 4 5位 5 菅野 達也 （卓祥会） 県北 （推） 中2 2 4 5位 5 阿部 凜 (二本松卓研) 県北 小⑬ 小6 2 4 5位

6 宅間 悠 （中央台南中） いわき 中3 2 4 6位 6 神野藤考輝 （松陵中） 県北 カ32 中3 1 5 6位 6 滝沢 倖也 （郡山第一クラブ） 県中 小⑭ 小3 2 4 6位

7 佐久間洋寿 （安積高） 県中 （推） 高1 0 6 7位 7 品川 悠真 （塙中） 県南 学32 中3 1 5 7位 7 船生 海斗 （平二中） いわき （推） 中2 1 5 7位

8 8 8

男子 1 岩本 莞爾 （会津高） 会津 （推） 高2 6 0 1位 男子 1 田子 千晃 （みやたクラブ） いわき 中1 4 2 1位 男子 1 古川 温音 （いわき 泉中） いわき （推） 中2 6 0 1位

5組 2 佐藤 大亮 （喜多方東高） 会津 （推） 高1 5 1 2位 11組 2 松浦 拓真 (浅川中） 県南 中1 4 2 2位 17組 2 新田 大和 （喜多方卓球ランド） 会津 小⑮ 小6 5 1 2位

23コート 3 滝沢 侑大 （郡山第一クラブ） 県中 小6 3 3 3位 29コート 3 久保 佳透 （小名浜二中） いわき 学16 中2 4 2 3位 41コート 3 渡部 和也 (田島中） 会津 中1 4 2 3位

責任者 4 宗形 秀起 （安積高） 県中 （推） 高2 2 4 4位 責任者 4 岩永 宗久 （富久山卓球クラブ） 県中 小5 4 2 4位 責任者 4 栁沼 利來 （すずらんＴ・Ｔ） 県中 小⑯ 小5 3 3 4位

5 小泉 大地 （相馬東高） 相双 （推） 高2 2 4 5位 5 大山 敦士 （本宮卓球クラブ） 県中 （推） 中3 2 4 5位 5 茂木 大知 （ジャド卓球クラブ） 県北 学16 中1 2 4 5位

6 吉田 真輝 （江名中） いわき 中1 2 4 6位 6 金澤 勝吾 （本宮卓球クラブ） 県中 小5 2 4 6位 6 石澤 希巳 （本宮卓球クラブ） 県中 （推） 中3 1 5 6位

7 五十嵐 耀 （安積高） 県中 （推） 高2 1 5 7位 7 鴫原 玄 （渡利中） 県北 中2 1 5 7位 7 郡司 優介 （平三中） いわき 学16 中1 0 6 7位

8 8 8

男子 1 滝 康成 （磐崎中） いわき 中3 6 0 1位 男子 1 栗城 大輔 （矢吹中） 県南 学16 中2 6 0 1位 男子 1 角田 大地 (浅川中） 県南 カ16 中1 7 0 1位

6組 2 舩山 健人 （福島四中） 県北 中3 5 1 2位 12組 2 和泉健太郎 （郡山四中） 県中 （推） 中3 5 1 2位 18組 2 新田 隼人 （喜多方卓球ランド） 会津 （推） 小5 5 2 2位

24コート 3 遠藤 優輝 （富久山卓球クラブ） 県中 中3 3 3 3位 30コート 3 塩田 礼文 (中島中） 県南 学5 中1 4 2 3位 45コート 3 鹿俣 蓮 （本宮卓球クラブ） 県中 小⑳ 小6 5 2 3位

責任者 4 渡辺 一喜 （ジャド卓球クラブ） 県北 中3 2 4 4位 責任者 4 石井 都貴 （郡山一中） 県中 学16 中2 3 3 4位 責任者 4 船生 優 （いわき卓球） いわき 小⑰ 小6 4 3 4位

5 佐藤 雅人 （田島高） 会津 （推） 高2 2 4 5位 5 清野 大地 （中央台北中） いわき 学16 中2 2 4 5位 5 松本 夢源 （ジャド卓球クラブ） 県北 学16 中1 4 3 5位

6 横澤 翔 （喜多方高） 会津 （推） 高2 2 4 6位 6 兼子 健太 （須賀川二中） 県南 学16 中2 1 5 6位 6 高橋 優磨 （喜多方卓球ランド） 会津 （推） 中1 2 5 6位

7 原 愛生斗 （本宮卓球クラブ） 県中 小5 1 5 7位 7 根本 丈瑠 （四倉中） いわき 中1 0 6 7位 7 山田 光輔 （向陽中） 相双 学16 中1 1 6 7位

8 8 8 橋本 敦弘 （逢瀬中） 県中 学16 中1 0 7 8位

平成２６年度第２回福島県小中高校生卓球競技選抜強化リーグ大会 （男子） 追加版



平成２６年７月５日(日) 猪苗代町総合体育館カメリーナ

組 No. 氏名 所属 地区 メモ 学年 勝 敗 順位 組 No. 氏名 所属 地区 メモ 学年 勝 敗 順位 組 No. 氏名 所属 地区 メモ 学年 勝 敗 順位

女子 1 高橋 莉子 （喜多方東高） 会津 J5 高1 5 2 1位 女子 1 猪狩 愛架 （四倉クラブ） いわき 中3 7 0 1位 女子 1 柳沼 亜美 （富久山卓球クラブ） 県中 （推） 中3 5 1 1位

1組 2 小林 寛美 （喜多方東高） 会津 J2 高1 5 2 2位 7組 2 笹島 百加 （勿来卓球クラブ） いわき 中3 6 1 2位 13組 2 笹本 夏帆 （内郷一中） いわき カ32 中3 4 2 2位

14&15 3 髙橋 沙希 （富久山卓球クラブ） 県中 J3 中2 5 2 3位 6-7 3 今福 真希 （二本松三中） 県北 中3 4 3 3位 38-39 3 中村 たえ （守山中） 県中 学32 中2 4 2 3位

責任者 4 渋谷 桃菜 （内郷一中） いわき 中3 4 3 4位 責任者 4 石澤さくら （本宮卓球クラブ） 県中 小5 3 4 4位 責任者 4 小西 真優 （いわき卓球） いわき 小6 3 3 4位

5 続橋 千帆 （富久山卓球クラブ） 県中 中2 3 4 5位 5 虻川 佳那 （勿来卓球クラブ） いわき 中2 3 4 5位 5 鈴木 夏海 （四倉クラブ） いわき （推） 中3 3 3 5位

6 原田 優芽 （喜多方卓球ランド） 会津 J5 中1 3 4 6位 6 蛭田 こころ （川部中） いわき 中1 2 5 6位 6 五十嵐のどか （須賀川スポ少） 県南 カ16 中2 2 4 6位

7 金澤 綾花 （郡山女子大付属高） 県中 IH9 高1 2 5 7位 7 細谷 美月 （二本松三中） 県北 中3 2 5 7位 7 阿部 和代 (吾妻中) 県北 学32 中2 0 6 7位

8 小池このみ （小池卓球道場） 県北 中3 1 6 8位 8 八木田 彩瑛 (安積高） 県中 （推） 高1 1 6 8位 8

女子 1 町田 千尋 （本宮卓球クラブ） 県中 小6 7 0 1位 女子 1 岡部 美希 (須釜中） 県南 中3 6 0 1位 女子 1 宮原 沙英 （中央台北中） いわき 学32 中2 6 0 1位

2組 2 高橋 智捺 （喜多方卓球ランド） 会津 中1 5 2 2位 8組 2 橋本 茜音 （西郷一中） 県南 学32 中3 5 1 2位 14組 2 遠藤 愛和 （磐崎中） いわき 中1 5 1 2位

12&13 3 高橋 由佳 （喜多方卓球ランド） 会津 J9 中2 5 2 3位 8-7 3 佐藤 彩菜 (塙中） 県南 中3 3 3 3位 40-39 3 大竹 遥菜 (泉崎中） 県南 学32 中2 4 2 3位

責任者 4 坂本 怜夏 （湯本高） いわき 新9 高2 4 3 4位 責任者 4 熊田 朋華 （いわき卓球） いわき 小4 2 4 4位 責任者 4 安斎妃南子 (二本松卓研) 県北 小⑥ 小5 3 3 4位

5 高橋 佑衣 （湯本高） いわき 県総9 高1 3 4 5位 5 高野 麻耶 （卓祥会） 県北 （推） 中2 2 4 5位 5 安原 亜由 （ジャド卓球クラブ） 県北 小⑱ 小6 2 4 5位

6 横田 優香 （柚ノ葉クラブ） 県北 中16 高1 2 5 6位 6 高橋 佳奈 （みやたクラブ） いわき 中1 2 4 6位 6 伊藤今日香 （富久山卓球クラブ） 県中 小⑧ 小4 1 5 6位

7 本田みらい （いわき卓球） いわき 小5 1 6 7位 7 佐藤 楓 （安達中） 県北 中3 1 5 7位 7 原田 優衣 （喜多方卓球ランド） 会津 小2 0 6 7位

8 押山 桜月 （本宮卓球クラブ） 県中 中3 1 6 8位 8 8

女子 1 岡部あゆみ （古殿スポ少） 県南 中3 6 1 1位 女子 1 中島 紀香 （四倉クラブ） いわき 中3 5 1 1位 女子 1 坪井 未羽 （緑ヶ丘中） 県中 学32 中3 7 0 1位

3組 2 國分 陽奈 （本宮卓球クラブ） 県中 中1 5 2 2位 9組 2 小池 うた （飯野卓球スポ少） 県北 小6 4 2 2位 15組 2 佐藤 冴 （みなみクラブ） 県北 （推） 中2 6 1 2位

1&2 3 小野日花里 （勿来卓球クラブ） いわき 中1 4 3 3位 9-10 3 松本 侑 （中央台北中） いわき 中2 4 2 3位 42-43 3 岡部 珠美 （古殿スポ少） 県南 学16 中1 4 3 3位

責任者 4 國分 佑佳 （橘高） 県北 （推） 高2 4 3 4位 責任者 4 伊藤 優 （福大附属中） 県北 中3 3 3 4位 責任者 4 國分 綾乃 （飯野卓球スポ少） 県北 小⑬ 小4 3 4 4位

5 伊藤明日香 （郡山女子大付属高） 県中 （推） 高2 3 4 5位 5 鈴木 李奈 （二本松三中） 県北 中3 2 4 5位 5 原 夢璃 （本宮卓球クラブ） 県中 小⑮ 小3 3 4 5位

6 岩本 彩花 （喜多方卓球ランド） 会津 中2 3 4 6位 6 佐藤 瑠璃 （須賀川スポ少） 県南 中3 2 4 6位 6 満山 梨佳 （四倉クラブ） いわき 小⑯ 小6 3 4 6位

7 伊藤 笑 （富久山卓球クラブ） 県中 中1 2 5 7位 7 五十嵐ひかる （南郷中） 会津 学16 中3 1 5 7位 7 安達 玲佳 （ＳＫＹクラブ） 県北 小⑭ 小6 2 5 7位

8 小池 和妃 (Quest D) 県北 小6 1 6 8位 8 8 水野 優香 （勿来二中） いわき 学16 中1 0 7 8位

女子 1 佐藤 好 （相馬東高） 相双 （推） 高2 7 0 1位 女子 1 手島 和奏 （いわき卓球） いわき 小5 5 1 1位 女子 1 佐藤 珠璃 （須賀川スポ少） 県南 学16 中1 5 1 1位

4組 2 菊田 茉奈 （北信中） 県北 中3 6 1 2位 10組 2 鈴木 梨恵 (泉崎中） 県南 学16 中3 5 1 2位 16組 2 木村 真子 （岳陽中） 県北 学16 中1 5 1 2位

21-20 3 長谷川春佳 （富久山卓球クラブ） 県中 中3 5 2 3位 11-10 3 小野志緒里 （内郷一中） いわき （推） 中2 4 2 3位 44-43 3 吉田 柚葉 （いわき卓球） いわき 小⑰ 小6 5 1 3位

責任者 4 山田 琴乃 （福島ジュニア） 県北 中3 3 4 4位 責任者 4 渡邊理香子 （富久山卓球クラブ） 県中 中2 4 2 4位 責任者 4 鈴木 美羽 （金谷卓球クラブ） いわき 小⑲ 小6 2 4 4位

5 深谷 和花 （富久山卓球クラブ） 県中 小5 2 5 5位 5 長谷川千紘 （西郷一中） 県南 カ32 中3 2 4 5位 5 藤社 希 （平三中） いわき 学16 中1 2 4 5位

6 目黒 紗里菜 (喜多方桐桜高） 会津 （推） 高3 2 5 6位 6 永山 里奈 （喜多方卓球ランド） 会津 中3 1 5 6位 6 梅澤 亮 (浅川中） 県南 カ16 中1 2 4 6位

7 佐藤 史織 （喜多方卓球ランド） 会津 中2 2 5 7位 7 草野明日香 (須釜中） 県南 学32 中3 0 6 7位 7 深谷菜々美 （富久山卓球クラブ） 県中 小⑳ 小2 0 6 7位

8 吉田 早織 （郡山女子大付属高） 県中 （推） 高2 1 6 8位 8 8

女子 1 遠藤 詩織 (喜多方桐桜高） 会津 （推） 高3 5 2 1位 女子 1 佐藤 杏奈 （郡山七中） 県中 中3 6 1 1位

5組 2 北澤 椎奈 （郡山女子大付属高） 県中 （推） 高1 5 2 2位 11組 2 菅野ひかり （飯野卓球スポ少） 県北 学16 中2 6 1 2位

3-4 3 井上 歩香 （飯野卓球スポ少） 県北 中2 4 3 3位 34-35 3 溝井 萌 (泉崎中） 県南 カ16 中3 6 1 3位

責任者 4 小林 奈緒 （大沼高） 会津 （推） 高2 4 3 4位 責任者 4 佐々木ひな (泉崎中） 県南 学32 中3 3 4 4位

5 根本向日葵 （郡山女子大付属高） 県中 （推） 高1 3 4 5位 5 菅野あかり （飯野卓球スポ少） 県北 カ16 中2 3 4 5位

6 高橋 海里 （福島ジュニア） 県北 中1 3 4 6位 6 鈴木 茉瑚 (西会津卓球クラブ） 会津 カ32 中2 2 5 6位

7 高橋 美悠 （富久山卓球クラブ） 県中 小4 2 5 7位 7 西舘 奈緒 （熱海中） 県中 学32 中3 2 5 7位

8 大平 瑞希 （白河南中） 県南 中2 2 5 8位 8 根本 有姫 （内郷一中） いわき カ32 中3 0 7 8位

女子 1 中舘 舞 （内郷一中） いわき 中2 6 1 1位 女子 1 田崎ななみ (泉崎中） 県南 カ32 中3 6 1 1位

6組 2 大吉 涼加 （白河南中） 県南 中2 5 2 2位 12組 2 遠藤まこと （富久山卓球クラブ） 県中 小20 小6 5 2 2位

5-4 3 横田 遥香 （柚ノ葉クラブ） 県北 中2 5 2 3位 36-35 3 大甕 美歩 （向陽中） 相双 学32 中2 5 2 3位

責任者 4 赤沼 桃 (安積高） 県中 （推） 高1 4 3 4位 責任者 4 高橋 巴菜 (福島四中） 県北 学32 中3 4 3 4位

5 堀江 真渚 （ジャド卓球クラブ） 県北 中1 4 3 5位 5 勝山 涼子 （勿来卓球クラブ） いわき 学16 中3 4 3 5位

6 佐藤 智代 （相馬高） 相双 （推） 高2 2 5 6位 6 佐藤 萌 （白河南中） 県南 カ32 中2 2 5 6位

7 熊田 侑莉 （いわき卓球） いわき 小6 2 5 7位 7 鈴木 茉林 （玉川中） いわき カ32 中2 2 5 7位

8 渡邉芽萌里 （ジャド卓球クラブ） 県北 中2 0 7 8位 8 渡邉 詩奈乃 （熱海中） 県中 学32 中3 0 7 8位

平成２６年度第２回福島県小中高校生卓球競技選抜強化リーグ大会 （女子） 追加版



【カデットの推薦出場枠】

7 加藤 大晟 （本宮卓球クラブ） 県中 中1 7 高橋 智捺 （喜多方卓球ランド） 会津 中1
31 吉田 真輝 （江名中） いわき 中1 9 原田 優芽 （喜多方卓球ランド） 会津 J5 中1
50 渡邊 煕之 （久之浜中） いわき 中1 15 國分 陽奈 （本宮卓球クラブ） 県中 中1
59 田子 千晃 （みやたクラブ） いわき 中1 16 小野日花里 （勿来卓球クラブ） いわき 中1
60 松浦 拓真 (浅川中） 県南 中1 23 伊藤 笑 （富久山卓球クラブ） 県中 中1
66 塩田 礼文 (中島中） 県南 学5 中1 32 高橋 海里 （福島ジュニア） 県北 中1
73 根本 丈瑠 （四倉中） いわき 中1 36 堀江 真渚 （ジャド卓球クラブ） 県北 中1
84 齋藤 駿 （ジャド卓球クラブ） 県北 中1 46 蛭田 こころ （川部中） いわき 中1

1 岩永 宜久 （富久山卓球クラブ） 県中 中2 3 髙橋 沙希 （富久山卓球クラブ） 県中 J3 中2
2 小池 龍成 (Quest D) 県北 J3 中2 6 続橋 千帆 （富久山卓球クラブ） 県中 中2
4 遠藤 玲惟 （喜多方卓球ランド） 会津 中2 8 高橋 由佳 （喜多方卓球ランド） 会津 J9 中2
9 金澤 勝太 （本宮卓球クラブ） 県中 中2 22 岩本 彩花 （喜多方卓球ランド） 会津 中2
23 山廼辺晃生 （磐崎中） いわき 中2 27 井上 歩香 （飯野卓球スポ少） 県北 中2
34 鈴木 翔太 （卓祥会） 県北 中2 28 佐藤 史織 （喜多方卓球ランド） 会津 中2
39 小泉 慶門 （本宮卓球クラブ） 県中 中2 29 中舘 舞 （内郷一中） いわき 中2
41 伊藤 壮史 (卓祥会) 県北 中2 30 大吉 涼加 （白河南中） 県南 中2

【ジュニアの推薦出場枠】

3 荒井 和也 （郡山第一クラブ） 県中 小6 4 町田 千尋 （本宮卓球クラブ） 県中 小6
13 高橋 蓮 （福島ジュニア） 県北 小6 18 本田みらい （いわき卓球） いわき 小5
14 齋藤 幸祐 （本宮卓球クラブ） 県中 小6 24 小池 和妃 (Quest D) 県北 小6
17 相楽 将 （須賀川スポ少） 県南 小6 26 深谷 和花 （富久山卓球クラブ） 県中 小5
18 原田 春輝 （喜多方卓球ランド） 会津 小5 33 高橋 美悠 （富久山卓球クラブ） 県中 小4
22 高橋航太郎 （二本松卓研） 県北 小4 39 熊田 侑莉 （いわき卓球） いわき 小6
24 生江 元気 （喜多方卓球ランド） 会津 小5 41 石澤さくら （本宮卓球クラブ） 県中 小5
26 滝沢 侑大 （郡山第一クラブ） 県中 小6 48 熊田 朋華 （いわき卓球） いわき 小4

1 岩永 宜久 （富久山卓球クラブ） 県中 中2 3 髙橋 沙希 （富久山卓球クラブ） 県中 J3 中2
2 小池 龍成 (Quest D) 県北 J3 中2 5 渋谷 桃菜 （内郷一中） いわき 中3
4 遠藤 玲惟 （喜多方卓球ランド） 会津 中2 6 続橋 千帆 （富久山卓球クラブ） 県中 中2
6 谷本 純一 （平三中） いわき 中3 7 高橋 智捺 （喜多方卓球ランド） 会津 中1
7 加藤 大晟 （本宮卓球クラブ） 県中 中1 8 高橋 由佳 （喜多方卓球ランド） 会津 J9 中2
8 小林 和稀 （平三中） いわき 中3 9 原田 優芽 （喜多方卓球ランド） 会津 J5 中1
9 金澤 勝太 （本宮卓球クラブ） 県中 中2 11 小池このみ （小池卓球道場） 県北 中3
10 大橋 京平 （いわき 泉中） いわき 中3 14 岡部あゆみ （古殿スポ少） 県南 中3
12 本田 一将 （みなみクラブ） 県北 中3 15 國分 陽奈 （本宮卓球クラブ） 県中 中1
16 齋藤 雅隆 （本宮卓球クラブ） 県中 中3 16 小野日花里 （勿来卓球クラブ） いわき 中1
19 渡部 優也 (田島中） 会津 中3 19 押山 桜月 （本宮卓球クラブ） 県中 中3
20 佐久間裕人 （本宮卓球クラブ） 県中 中3 20 菊田 茉奈 （北信中） 県北 中3
21 馬場口立樹 （内郷一中） いわき 中3 21 長谷川春佳 （富久山卓球クラブ） 県中 中3
23 山廼辺晃生 （磐崎中） いわき 中2 22 岩本 彩花 （喜多方卓球ランド） 会津 中2
27 宅間 悠 （中央台南中） いわき 中3 23 伊藤 笑 （富久山卓球クラブ） 県中 中1
28 滝 康成 （磐崎中） いわき 中3 25 山田 琴乃 （福島ジュニア） 県北 中3

小学男子 小学女子

中学男子 中学女子

平成２６年７月５日付け県小中高校生強化リ－グランキングにおいて中学生上位１６名、小学生上位８名は希望すれば参加できる。

平成２６年７月５日会津地区開催の県小・中・高校強化リーグ結果より 中学１年・２年各学年上位８名を推薦とする。（推薦者除く）

中学男子1年 中学女子1年

中学男子2年 中学女子2年



ランク 氏名 所属 地区 メモ 学年 ランク 氏名 所属 地区 メモ 学年 ランク 氏名 所属 地区 メモ 学年 ランク 氏名 所属 地区 メモ 学年

1 岩永 宜久 （富久山卓球クラブ） 県中 中2 34 佐久間洋寿 （安積高） 県中 （推） 高1 67 伊東 和輝 (北会津中） 会津 カ32 中3 100 山田 翔 （北信中） 県北 学32 中2

2 小池 龍成 (Quest D) 県北 J3 中2 35 滝 康成 （磐崎中） いわき 中3 68 梅澤 尚志 （中央台南中） いわき 中3 101 小野 草太 （みなみクラブ） 県北 小6

3 荒井 和也 （郡山第一クラブ） 県中 小6 36 宗形 秀起 （安積高） 県中 （推） 高2 69 三瓶 英恭 （みなみクラブ） 県北 小5 102 齋藤 駿 （ジャド卓球クラブ） 県北 中1

4 遠藤 玲惟 （喜多方卓球ランド） 会津 中2 37 舩山 健人 （福島四中） 県北 中3 70 滝田 俊介 （白河南中） 県南 学32 中3 103 喜田 圭哉 （中央台北中） いわき 学32 中2

5 五十嵐 諒 （安積高） 県中 IH9 高1 38 遠藤 優輝 （富久山卓球クラブ） 県中 中3 71 田子 千晃 （みやたクラブ） いわき 中1 104 遠藤 宏亮 （郡山一中） 県中 学32 中2

6 谷本 純一 （平三中） いわき 中3 39 小泉 大地 （相馬東高） 相双 （推） 高2 72 松浦 拓真 (浅川中） 県南 中1 105 上野 孝平 (玉川村立泉中） 県南 学32 中2

7 加藤 大晟 （本宮卓球クラブ） 県中 中1 40 吉田 真輝 （江名中） いわき 中1 73 久保 佳透 （小名浜二中） いわき 学16 中2 106 佐藤 一巴 (卓祥会) 県北 （推） 中2

8 小林 和稀 （平三中） いわき 中3 41 五十嵐 耀 （安積高） 県中 （推） 高2 74 菅野 達也 （卓祥会） 県北 （推） 中2 107 続橋 賢人 （富久山卓球クラブ） 県中 小5

9 金澤 勝太 （本宮卓球クラブ） 県中 中2 42 渡辺 一喜 （ジャド卓球クラブ） 県北 中3 75 神野藤考輝 （松陵中） 県北 カ32 中3 108 丹治 拓海 （みなみクラブ） 県北 （推） 中2

10 大橋 京平 （いわき 泉中） いわき 中3 43 渡邉 裕人 （郡山四中） 県中 中3 76 品川 悠真 （塙中） 県南 学32 中3 109 続橋 秀人 （富久山卓球クラブ） 県中 小⑫ 小3

11 緑川 直人 (白河実業高） 県南 IH9 高1 44 鈴木 翔太 （卓祥会） 県北 中2 77 栗城 大輔 （矢吹中） 県南 学16 中2 110 酒井 陸 （矢吹中） 県南 カ16 中2

12 本田 一将 （みなみクラブ） 県北 中3 45 佐藤 悠登 （三穂田中） 県中 中3 78 岩永 宗久 （富久山卓球クラブ） 県中 小5 111 三浦 大希 （飯野卓球スポ少） 県北 小6

13 高橋 蓮 （福島ジュニア） 県北 小6 46 佐藤 雅人 （田島高） 会津 （推） 高2 79 和泉健太郎 （郡山四中） 県中 （推） 中3 112 丹治 史哉 （渡利中） 県北 学32 中2

14 齋藤 幸祐 （本宮卓球クラブ） 県中 小6 47 横澤 翔 （喜多方高） 会津 （推） 高2 80 塩田 礼文 (中島中） 県南 学5 中1 113 古川 温音 （いわき 泉中） いわき （推） 中2

15 岩本 慶太 （橘高） 県北 高1 48 原 愛生斗 （本宮卓球クラブ） 県中 小5 81 大山 敦士 （本宮卓球クラブ） 県中 （推） 中3 114 過足 元 （郡山四中） 県中 （推） 中3

16 齋藤 雅隆 （本宮卓球クラブ） 県中 中3 49 小林 佑多 (昭和中) 会津 学8 中3 82 金澤 勝吾 （本宮卓球クラブ） 県中 小5 115 新田 大和 （喜多方卓球ランド） 会津 小⑮ 小6

17 相楽 将 （須賀川スポ少） 県南 小6 50 遠藤 惟織 （喜多方卓球ランド） 会津 小6 83 鴫原 玄 （渡利中） 県北 中2 116 渡部 和也 (田島中） 会津 中1

18 原田 春輝 （喜多方卓球ランド） 会津 小5 51 小泉 慶門 （本宮卓球クラブ） 県中 中2 84 渡邉 公平 （錦中） いわき （推） 中3 117 阿部 凜 (二本松卓研) 県北 小⑬ 小6

19 渡部 優也 (田島中） 会津 中3 52 箭内 大悟 （須賀川二中） 県南 カ32 中3 85 石井 都貴 （郡山一中） 県中 学16 中2 118 滝沢 倖也 （郡山第一クラブ） 県中 小⑭ 小3

20 佐久間裕人 （本宮卓球クラブ） 県中 中3 53 伊藤 壮史 (卓祥会) 県北 中2 86 松本 悠 （白河南中） 県南 学32 中2 119 船生 海斗 （平二中） いわき （推） 中2

21 馬場口立樹 （内郷一中） いわき 中3 54 高橋 遼 （緑ヶ丘中） 県中 中3 87 日下部 遼 （富久山卓球クラブ） 県中 （推） 中3 120 角田 大地 (浅川中） 県南 カ16 中1

22 小豆畑 遼 （安積高） 県中 （推） 高1 55 前田 稜太 (卓祥会) 県北 中2 88 清野 大地 （中央台北中） いわき 学16 中2 121 栁沼 利來 （すずらんＴ・Ｔ） 県中 小⑯ 小5

23 鴫原 慧 （橘高） 県北 （推） 高2 56 成田 晶 （いわき 泉中） いわき 学16 中3 89 兼子 健太 （須賀川二中） 県南 学16 中2 122 新田 隼人 （喜多方卓球ランド） 会津 （推） 小5

24 橋谷田聡史 （喜多方桐桜高） 会津 （推） 高2 57 佐藤 天 （須賀川二中） 県南 中3 90 根本 丈瑠 （四倉中） いわき 中1 123 鹿俣 蓮 （本宮卓球クラブ） 県中 小⑳ 小6

25 高橋航太郎 （二本松卓研） 県北 小4 58 筒井 浩礼 （白河南中） 県南 カ32 中3 91 丹野良太郎 （郡山四中） 県中 学32 中2 124 茂木 大知 （ジャド卓球クラブ） 県北 学16 中1

26 山廼辺晃生 （磐崎中） いわき 中2 59 橋本 龍 （郡山四中） 県中 中3 92 渡邉 太陽 （緑ヶ丘中） 県中 学32 中2 125 石澤 希巳 （本宮卓球クラブ） 県中 （推） 中3

27 生江 元気 （喜多方卓球ランド） 会津 小5 60 松崎 大悟 （平三中） いわき 中3 93 作田 雅樹 (向陽中） 相双 学32 中3 126 郡司 優介 （平三中） いわき 学16 中1

28 岩本 莞爾 （会津高） 会津 （推） 高2 61 海野 将太 （赤井中） いわき 中3 94 八代 智仁 （内郷一中） いわき 学32 中2 127 船生 優 （いわき卓球） いわき 小⑰ 小6

29 赤城 祐真 （喜多方桐桜高） 会津 （推） 高2 62 渡邊 煕之 （久之浜中） いわき 中1 95 芦 和哉 （郡山四中） 県中 学32 中2 128 松本 夢源 （ジャド卓球クラブ） 県北 学16 中1

30 佐藤 大亮 （喜多方東高） 会津 高1 63 奥村京太郎 （内郷一中） いわき 中3 96 國分 陽平 （飯野卓球スポ少） 県北 （推） 中2 129 高橋 優磨 （喜多方卓球ランド） 会津 （推） 中1

31 滝沢 侑大 （郡山第一クラブ） 県中 小6 64 鈴木 優斗 （北信中） 県北 学32 中3 97 星 佳明 (檜沢中） 会津 学32 中2 130 山田 光輔 （向陽中） 相双 学16 中1

32 木坂 和也 （新地高） 相双 （推） 高2 65 大原 祐樹 （三穂田中） 県中 学32 中3 98 村上 翔太 （郡山四中） 県中 学32 中2 131 橋本 敦弘 （逢瀬中） 県中 学16 中1

33 宅間 悠 （中央台南中） いわき 中3 66 鈴木 健吾 （平三中） いわき 学16 中3 99 井戸川春人 （いわき 泉中） いわき カ32 中3
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ランク 氏名 所属 地区 メモ 学年 ランク 氏名 所属 地区 メモ 学年 ランク 氏名 所属 地区 メモ 学年 ランク 氏名 所属 地区 メモ 学年

1 岩永 宜久 （富久山卓球クラブ） 県中 中2 28 滝 康成 （磐崎中） いわき 中3 54 鈴木 健吾 （平三中） いわき 学16 中3 80 村上 翔太 （郡山四中） 県中 学32 中2

2 小池 龍成 (Quest D) 県北 J3 中2 29 舩山 健人 （福島四中） 県北 中3 55 伊東 和輝 (北会津中） 会津 カ32 中3 81 井戸川春人 （いわき 泉中） いわき カ32 中3

3 荒井 和也 （郡山第一クラブ） 県中 小6 30 遠藤 優輝 （富久山卓球クラブ） 県中 中3 56 梅澤 尚志 （中央台南中） いわき 中3 82 山田 翔 （北信中） 県北 学32 中2

4 遠藤 玲惟 （喜多方卓球ランド） 会津 中2 31 吉田 真輝 （江名中） いわき 中1 57 三瓶 英恭 （みなみクラブ） 県北 小5 83 小野 草太 （みなみクラブ） 県北 小6

5 五十嵐 諒 （安積高） 県中 IH9 高1 32 渡辺 一喜 （ジャド卓球クラブ） 県北 中3 58 滝田 俊介 （白河南中） 県南 学32 中3 84 齋藤 駿 （ジャド卓球クラブ） 県北 中1

6 谷本 純一 （平三中） いわき 中3 33 渡邉 裕人 （郡山四中） 県中 中3 59 田子 千晃 （みやたクラブ） いわき 中1 85 喜田 圭哉 （中央台北中） いわき 学32 中2

7 加藤 大晟 （本宮卓球クラブ） 県中 中1 34 鈴木 翔太 （卓祥会） 県北 中2 60 松浦 拓真 (浅川中） 県南 中1 86 遠藤 宏亮 （郡山一中） 県中 学32 中2

8 小林 和稀 （平三中） いわき 中3 35 佐藤 悠登 （三穂田中） 県中 中3 61 久保 佳透 （小名浜二中） いわき 学16 中2 87 上野 孝平 (玉川村立泉中） 県南 学32 中2

9 金澤 勝太 （本宮卓球クラブ） 県中 中2 36 原 愛生斗 （本宮卓球クラブ） 県中 小5 62 神野藤考輝 （松陵中） 県北 カ32 中3 88 続橋 賢人 （富久山卓球クラブ） 県中 小5

10 大橋 京平 （いわき 泉中） いわき 中3 37 小林 佑多 (昭和中) 会津 学8 中3 63 品川 悠真 （塙中） 県南 学32 中3 89 続橋 秀人 （富久山卓球クラブ） 県中 小⑫ 小3

11 緑川 直人 (白河実業高） 県南 IH9 高1 38 遠藤 惟織 （喜多方卓球ランド） 会津 小6 64 栗城 大輔 （矢吹中） 県南 学16 中2 90 酒井 陸 （矢吹中） 県南 カ16 中2

12 本田 一将 （みなみクラブ） 県北 中3 39 小泉 慶門 （本宮卓球クラブ） 県中 中2 65 岩永 宗久 （富久山卓球クラブ） 県中 小5 91 三浦 大希 （飯野卓球スポ少） 県北 小6

13 高橋 蓮 （福島ジュニア） 県北 小6 40 箭内 大悟 （須賀川二中） 県南 カ32 中3 66 塩田 礼文 (中島中） 県南 学5 中1 92 丹治 史哉 （渡利中） 県北 学32 中2

14 齋藤 幸祐 （本宮卓球クラブ） 県中 小6 41 伊藤 壮史 (卓祥会) 県北 中2 67 金澤 勝吾 （本宮卓球クラブ） 県中 小5 93 新田 大和 （喜多方卓球ランド） 会津 小⑮ 小6

15 岩本 慶太 （橘高） 県北 高1 42 高橋 遼 （緑ヶ丘中） 県中 中3 68 鴫原 玄 （渡利中） 県北 中2 94 渡部 和也 (田島中） 会津 中1

16 齋藤 雅隆 （本宮卓球クラブ） 県中 中3 43 前田 稜太 (卓祥会) 県北 中2 69 石井 都貴 （郡山一中） 県中 学16 中2 95 阿部 凜 (二本松卓研) 県北 小⑬ 小6

17 相楽 将 （須賀川スポ少） 県南 小6 44 成田 晶 （いわき 泉中） いわき 学16 中3 70 松本 悠 （白河南中） 県南 学32 中2 96 滝沢 倖也 （郡山第一クラブ） 県中 小⑭ 小3

18 原田 春輝 （喜多方卓球ランド） 会津 小5 45 佐藤 天 （須賀川二中） 県南 中3 71 清野 大地 （中央台北中） いわき 学16 中2 97 角田 大地 (浅川中） 県南 カ16 中1

19 渡部 優也 (田島中） 会津 中3 46 筒井 浩礼 （白河南中） 県南 カ32 中3 72 兼子 健太 （須賀川二中） 県南 学16 中2 98 栁沼 利來 （すずらんＴ・Ｔ） 県中 小⑯ 小5

20 佐久間裕人 （本宮卓球クラブ） 県中 中3 47 橋本 龍 （郡山四中） 県中 中3 73 根本 丈瑠 （四倉中） いわき 中1 99 鹿俣 蓮 （本宮卓球クラブ） 県中 小⑳ 小6

21 馬場口立樹 （内郷一中） いわき 中3 48 松崎 大悟 （平三中） いわき 中3 74 丹野良太郎 （郡山四中） 県中 学32 中2 100 茂木 大知 （ジャド卓球クラブ） 県北 学16 中1

22 高橋航太郎 （二本松卓研） 県北 小4 49 海野 将太 （赤井中） いわき 中3 75 渡邉 太陽 （緑ヶ丘中） 県中 学32 中2 101 郡司 優介 （平三中） いわき 学16 中1

23 山廼辺晃生 （磐崎中） いわき 中2 50 渡邊 煕之 （久之浜中） いわき 中1 76 作田 雅樹 (向陽中） 相双 学32 中3 102 船生 優 （いわき卓球） いわき 小⑰ 小6

24 生江 元気 （喜多方卓球ランド） 会津 小5 51 奥村京太郎 （内郷一中） いわき 中3 77 八代 智仁 （内郷一中） いわき 学32 中2 103 松本 夢源 （ジャド卓球クラブ） 県北 学16 中1

25 佐藤 大亮 （喜多方東高） 会津 高1 52 鈴木 優斗 （北信中） 県北 学32 中3 78 芦 和哉 （郡山四中） 県中 学32 中2 104 山田 光輔 （向陽中） 相双 学16 中1

26 滝沢 侑大 （郡山第一クラブ） 県中 小6 53 大原 祐樹 （三穂田中） 県中 学32 中3 79 星 佳明 (檜沢中） 会津 学32 中2 105 橋本 敦弘 （逢瀬中） 県中 学16 中1

27 宅間 悠 （中央台南中） いわき 中3
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ランク 氏名 所属 地区 メモ 学年 ランク 氏名 所属 地区 メモ 学年 ランク 氏名 所属 地区 メモ 学年 ランク 氏名 所属 地区 メモ 学年

1 高橋 莉子 （喜多方東高） 会津 J5 高1 32 井上 歩香 （飯野卓球スポ少） 県北 中2 63 松本 侑 （中央台北中） いわき 中2 93 中村 たえ （守山中） 県中 学32 中2

2 小林 寛美 （喜多方東高） 会津 J2 高1 33 目黒 紗里菜 (喜多方桐桜高） 会津 （推） 高3 64 高野 麻耶 （卓祥会） 県北 （推） 中2 94 佐藤 萌 （白河南中） 県南 カ32 中2

3 髙橋 沙希 （富久山卓球クラブ） 県中 J3 中2 34 佐藤 史織 （喜多方卓球ランド） 会津 中2 65 高橋 佳奈 （みやたクラブ） いわき 中1 95 鈴木 茉林 （玉川中） いわき カ32 中2

4 町田 千尋 （本宮卓球クラブ） 県中 小6 35 吉田 早織 （郡山女子大付属高） 県中 （推） 高2 66 佐藤 楓 （安達中） 県北 中3 96 渡邉 詩奈乃 （熱海中） 県中 学32 中3

5 渋谷 桃菜 （内郷一中） いわき 中3 36 小林 奈緒 （大沼高） 会津 （推） 高2 67 伊藤 優 （福大附属中） 県北 中3 97 宮原 沙英 （中央台北中） いわき 学32 中2

6 続橋 千帆 （富久山卓球クラブ） 県中 中2 37 根本向日葵 （郡山女子大付属高） 県中 （推） 高1 68 手島 和奏 （いわき卓球） いわき 小5 98 小西 真優 （いわき卓球） いわき 小6

7 高橋 智捺 （喜多方卓球ランド） 会津 中1 38 中舘 舞 （内郷一中） いわき 中2 69 鈴木 梨恵 (泉崎中） 県南 学16 中3 99 遠藤 愛和 （磐崎中） いわき 中1

8 高橋 由佳 （喜多方卓球ランド） 会津 J9 中2 39 大吉 涼加 （白河南中） 県南 中2 70 小野志緒里 （内郷一中） いわき （推） 中2 100 大竹 遥菜 (泉崎中） 県南 学32 中2

9 原田 優芽 （喜多方卓球ランド） 会津 J5 中1 40 横田 遥香 （柚ノ葉クラブ） 県北 中2 71 鈴木 李奈 （二本松三中） 県北 中3 101 鈴木 夏海 （四倉クラブ） いわき （推） 中3

10 金澤 綾花 （郡山女子大付属高） 県中 IH9 高1 41 高橋 海里 （福島ジュニア） 県北 中1 72 佐藤 瑠璃 （須賀川スポ少） 県南 中3 102 五十嵐のどか （須賀川スポ少） 県南 カ16 中2

11 小池このみ （小池卓球道場） 県北 中3 42 高橋 美悠 （富久山卓球クラブ） 県中 小4 73 五十嵐ひかる （南郷中） 会津 学16 中3 103 阿部 和代 (吾妻中) 県北 学32 中2

12 坂本 怜夏 （湯本高） いわき 新9 高2 43 大平 瑞希 （白河南中） 県南 中2 74 渡邊理香子 （富久山卓球クラブ） 県中 中2 104 坪井 未羽 （緑ヶ丘中） 県中 学32 中3

13 高橋 佑衣 （湯本高） いわき 県総9 高1 44 猪狩 愛架 （四倉クラブ） いわき 中3 75 佐藤 杏奈 （郡山七中） 県中 中3 105 安斎妃南子 (二本松卓研) 県北 小⑥ 小5

14 岡部あゆみ （古殿スポ少） 県南 中3 45 赤沼 桃 (安積高） 県中 （推） 高1 76 菅野ひかり （飯野卓球スポ少） 県北 学16 中2 106 佐藤 冴 （みなみクラブ） 県北 （推） 中2

15 國分 陽奈 （本宮卓球クラブ） 県中 中1 46 堀江 真渚 （ジャド卓球クラブ） 県北 中1 77 溝井 萌 (泉崎中） 県南 カ16 中3 107 岡部 珠美 （古殿スポ少） 県南 学16 中1

16 小野日花里 （勿来卓球クラブ） いわき 中1 47 笹島 百加 （勿来卓球クラブ） いわき 中3 78 長谷川千紘 （西郷一中） 県南 カ32 中3 108 安原 亜由 （ジャド卓球クラブ） 県北 小⑱ 小6

17 横田 優香 （柚ノ葉クラブ） 県北 中16 高1 48 今福 真希 （二本松三中） 県北 中3 79 永山 里奈 （喜多方卓球ランド） 会津 中3 109 伊藤今日香 （富久山卓球クラブ） 県中 小⑧ 小4

18 本田みらい （いわき卓球） いわき 小5 49 佐藤 智代 （相馬高） 相双 （推） 高2 80 草野明日香 (須釜中） 県南 学32 中3 110 原田 優衣 （喜多方卓球ランド） 会津 小2

19 押山 桜月 （本宮卓球クラブ） 県中 中3 50 熊田 侑莉 （いわき卓球） いわき 小6 81 佐々木ひな (泉崎中） 県南 学32 中3 111 國分 綾乃 （飯野卓球スポ少） 県北 小⑬ 小4

20 佐藤 好 （相馬東高） 相双 （推） 高2 51 渡邉芽萌里 （ジャド卓球クラブ） 県北 中2 82 菅野あかり （飯野卓球スポ少） 県北 カ16 中2 112 原 夢璃 （本宮卓球クラブ） 県中 小⑮ 小3

21 國分 佑佳 （橘高） 県北 （推） 高2 52 石澤さくら （本宮卓球クラブ） 県中 小5 83 田崎ななみ (泉崎中） 県南 カ32 中3 113 佐藤 珠璃 （須賀川スポ少） 県南 学16 中1

22 伊藤明日香 （郡山女子大付属高） 県中 （推） 高2 53 岡部 美希 (須釜中） 県南 中3 84 遠藤まこと （富久山卓球クラブ） 県中 小20 小6 114 木村 真子 （岳陽中） 県北 学16 中1

23 菊田 茉奈 （北信中） 県北 中3 54 虻川 佳那 （勿来卓球クラブ） いわき 中2 85 大甕 美歩 （向陽中） 相双 学32 中2 115 吉田 柚葉 （いわき卓球） いわき 小⑰ 小6

24 長谷川春佳 （富久山卓球クラブ） 県中 中3 55 橋本 茜音 （西郷一中） 県南 学32 中3 86 鈴木 茉瑚 (西会津卓球クラブ） 会津 カ32 中2 116 満山 梨佳 （四倉クラブ） いわき 小⑯ 小6

25 岩本 彩花 （喜多方卓球ランド） 会津 中2 56 佐藤 彩菜 (塙中） 県南 中3 87 西舘 奈緒 （熱海中） 県中 学32 中3 117 安達 玲佳 （ＳＫＹクラブ） 県北 小⑭ 小6

26 伊藤 笑 （富久山卓球クラブ） 県中 中1 57 蛭田 こころ （川部中） いわき 中1 88 根本 有姫 （内郷一中） いわき カ32 中3 118 水野 優香 （勿来二中） いわき 学16 中1

27 小池 和妃 (Quest D) 県北 小6 58 細谷 美月 （二本松三中） 県北 中3 89 高橋 巴菜 (福島四中） 県北 学32 中3 119 鈴木 美羽 （金谷卓球クラブ） いわき 小⑲ 小6

28 山田 琴乃 （福島ジュニア） 県北 中3 59 八木田 彩瑛 (安積高） 県中 （推） 高1 90 勝山 涼子 （勿来卓球クラブ） いわき 学16 中3 120 藤社 希 （平三中） いわき 学16 中1

29 深谷 和花 （富久山卓球クラブ） 県中 小5 60 熊田 朋華 （いわき卓球） いわき 小4 91 柳沼 亜美 （富久山卓球クラブ） 県中 （推） 中3 121 梅澤 亮 (浅川中） 県南 カ16 中1

30 遠藤 詩織 (喜多方桐桜高） 会津 （推） 高3 61 中島 紀香 （四倉クラブ） いわき 中3 92 笹本 夏帆 （内郷一中） いわき カ32 中3 122 深谷菜々美 （富久山卓球クラブ） 県中 小⑳ 小2

31 北澤 椎奈 （郡山女子大付属高） 県中 （推） 高1 62 小池 うた （飯野卓球スポ少） 県北 小6
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ランク 氏名 所属 地区 メモ 学年 ランク 氏名 所属 地区 メモ 学年 ランク 氏名 所属 地区 メモ 学年 ランク 氏名 所属 地区 メモ 学年

1 高橋 莉子 （喜多方東高） 会津 J5 高1 28 佐藤 史織 （喜多方卓球ランド） 会津 中2 54 伊藤 優 （福大附属中） 県北 中3 80 鈴木 茉林 （玉川中） いわき カ32 中2

2 小林 寛美 （喜多方東高） 会津 J2 高1 29 中舘 舞 （内郷一中） いわき 中2 55 手島 和奏 （いわき卓球） いわき 小5 81 渡邉 詩奈乃 （熱海中） 県中 学32 中3

3 髙橋 沙希 （富久山卓球クラブ） 県中 J3 中2 30 大吉 涼加 （白河南中） 県南 中2 56 鈴木 梨恵 (泉崎中） 県南 学16 中3 82 宮原 沙英 （中央台北中） いわき 学32 中2

4 町田 千尋 （本宮卓球クラブ） 県中 小6 31 横田 遥香 （柚ノ葉クラブ） 県北 中2 57 鈴木 李奈 （二本松三中） 県北 中3 83 小西 真優 （いわき卓球） いわき 小6

5 渋谷 桃菜 （内郷一中） いわき 中3 32 高橋 海里 （福島ジュニア） 県北 中1 58 佐藤 瑠璃 （須賀川スポ少） 県南 中3 84 遠藤 愛和 （磐崎中） いわき 中1

6 続橋 千帆 （富久山卓球クラブ） 県中 中2 33 高橋 美悠 （富久山卓球クラブ） 県中 小4 59 五十嵐ひかる （南郷中） 会津 学16 中3 85 大竹 遥菜 (泉崎中） 県南 学32 中2

7 高橋 智捺 （喜多方卓球ランド） 会津 中1 34 大平 瑞希 （白河南中） 県南 中2 60 渡邊理香子 （富久山卓球クラブ） 県中 中2 86 五十嵐のどか （須賀川スポ少） 県南 カ16 中2

8 高橋 由佳 （喜多方卓球ランド） 会津 J9 中2 35 猪狩 愛架 （四倉クラブ） いわき 中3 61 佐藤 杏奈 （郡山七中） 県中 中3 87 阿部 和代 (吾妻中) 県北 学32 中2

9 原田 優芽 （喜多方卓球ランド） 会津 J5 中1 36 堀江 真渚 （ジャド卓球クラブ） 県北 中1 62 菅野ひかり （飯野卓球スポ少） 県北 学16 中2 88 坪井 未羽 （緑ヶ丘中） 県中 学32 中3

10 金澤 綾花 （郡山女子大付属高） 県中 IH9 高1 37 笹島 百加 （勿来卓球クラブ） いわき 中3 63 溝井 萌 (泉崎中） 県南 カ16 中3 89 安斎妃南子 (二本松卓研) 県北 小⑥ 小5

11 小池このみ （小池卓球道場） 県北 中3 38 今福 真希 （二本松三中） 県北 中3 64 長谷川千紘 （西郷一中） 県南 カ32 中3 90 岡部 珠美 （古殿スポ少） 県南 学16 中1

12 坂本 怜夏 （湯本高） いわき 新9 高2 39 熊田 侑莉 （いわき卓球） いわき 小6 65 永山 里奈 （喜多方卓球ランド） 会津 中3 91 安原 亜由 （ジャド卓球クラブ） 県北 小⑱ 小6

13 高橋 佑衣 （湯本高） いわき 県総9 高1 40 渡邉芽萌里 （ジャド卓球クラブ） 県北 中2 66 草野明日香 (須釜中） 県南 学32 中3 92 伊藤今日香 （富久山卓球クラブ） 県中 小⑧ 小4

14 岡部あゆみ （古殿スポ少） 県南 中3 41 石澤さくら （本宮卓球クラブ） 県中 小5 67 佐々木ひな (泉崎中） 県南 学32 中3 93 原田 優衣 （喜多方卓球ランド） 会津 小2

15 國分 陽奈 （本宮卓球クラブ） 県中 中1 42 岡部 美希 (須釜中） 県南 中3 68 菅野あかり （飯野卓球スポ少） 県北 カ16 中2 94 國分 綾乃 （飯野卓球スポ少） 県北 小⑬ 小4

16 小野日花里 （勿来卓球クラブ） いわき 中1 43 虻川 佳那 （勿来卓球クラブ） いわき 中2 69 田崎ななみ (泉崎中） 県南 カ32 中3 95 原 夢璃 （本宮卓球クラブ） 県中 小⑮ 小3

17 横田 優香 （柚ノ葉クラブ） 県北 中16 高1 44 橋本 茜音 （西郷一中） 県南 学32 中3 70 遠藤まこと （富久山卓球クラブ） 県中 小20 小6 96 佐藤 珠璃 （須賀川スポ少） 県南 学16 中1

18 本田みらい （いわき卓球） いわき 小5 45 佐藤 彩菜 (塙中） 県南 中3 71 大甕 美歩 （向陽中） 相双 学32 中2 97 木村 真子 （岳陽中） 県北 学16 中1

19 押山 桜月 （本宮卓球クラブ） 県中 中3 46 蛭田 こころ （川部中） いわき 中1 72 鈴木 茉瑚 (西会津卓球クラブ） 会津 カ32 中2 98 吉田 柚葉 （いわき卓球） いわき 小⑰ 小6

20 菊田 茉奈 （北信中） 県北 中3 47 細谷 美月 （二本松三中） 県北 中3 73 西舘 奈緒 （熱海中） 県中 学32 中3 99 満山 梨佳 （四倉クラブ） いわき 小⑯ 小6

21 長谷川春佳 （富久山卓球クラブ） 県中 中3 48 熊田 朋華 （いわき卓球） いわき 小4 74 根本 有姫 （内郷一中） いわき カ32 中3 100 安達 玲佳 （ＳＫＹクラブ） 県北 小⑭ 小6

22 岩本 彩花 （喜多方卓球ランド） 会津 中2 49 中島 紀香 （四倉クラブ） いわき 中3 75 高橋 巴菜 (福島四中） 県北 学32 中3 101 水野 優香 （勿来二中） いわき 学16 中1

23 伊藤 笑 （富久山卓球クラブ） 県中 中1 50 小池 うた （飯野卓球スポ少） 県北 小6 76 勝山 涼子 （勿来卓球クラブ） いわき 学16 中3 102 鈴木 美羽 （金谷卓球クラブ） いわき 小⑲ 小6

24 小池 和妃 (Quest D) 県北 小6 51 松本 侑 （中央台北中） いわき 中2 77 笹本 夏帆 （内郷一中） いわき カ32 中3 103 藤社 希 （平三中） いわき 学16 中1

25 山田 琴乃 （福島ジュニア） 県北 中3 52 高橋 佳奈 （みやたクラブ） いわき 中1 78 中村 たえ （守山中） 県中 学32 中2 104 梅澤 亮 (浅川中） 県南 カ16 中1

26 深谷 和花 （富久山卓球クラブ） 県中 小5 53 佐藤 楓 （安達中） 県北 中3 79 佐藤 萌 （白河南中） 県南 カ32 中2 105 深谷菜々美 （富久山卓球クラブ） 県中 小⑳ 小2

27 井上 歩香 （飯野卓球スポ少） 県北 中2

平成２６年度第２回福島県小中高強化リーグ卓球大会ランキング 【推薦なし】
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