
開催日　： 平成２８年７月３日（日）
会　場　： あいづ総合体育館
主　催　： 福島県卓球協会
主　管　： 福島県卓球協会会津支部

［競技上の注意］

1 競技は、現行の日本卓球協会ルールにより行う。タイムアウト制は適用しない。

2 試合球は　ニッタク　プラスチック　40ｍｍ白色スリースター球とする。

3 競技はブロック別のリーグ戦で7人及び8人のリーグ。　11本5ゲームマッチ、サービスは2本交換。

最終セットは5本でコートチェンジ、タオルの使用は6本毎とする。

4 リーグ戦の試合順序は下記による（ブロック責任者の指示によって試合を進める。）

5 審判は次の次の試合の人が行う。

6 試合結果は勝った選手が進行席に届ける。

7 表彰は、各ブロックとも第3位までとする。

8 審判の順番なのに　審判を行なわなかったものは、失格とすることがある。

9 揮発性有機溶剤を含む接着剤は使用禁止となった。使用した場合は失格とする。

10 リーグの運営

10 ランキングの昇級、降級

［会場使用上の注意］

1 会場内は上履きを使用し、土足は絶対にしない。喫煙は決められた場所ですること。

2 食事後のゴミは全て持ち帰ること。

3 空き缶は所定のゴミ箱へ入れ、そこには燃えるゴミを絶対入れないこと。

4 トイレはきれいに使用すること。貴重品の盗難には各自十分注意すること。

［連絡事項］

1 監督の方で記録用紙が必要な場合は事務局まで連絡してください。

［試合順序］

7人の場合、8人の場合　共　別紙各リーグ表に記載されている。　

平  成  ２　８  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

強化普及委員会スローガン「日本一になろう！」

（1）各リーグのブロック責任者は、試合の一番遅い4番目の選手が当たる。

　　　その選手が未経験な場合は、その選手の所属する監督、引率者が援助する。

（2）ブロック責任者は、ボール、試合記録用紙、筆記用具を進行より受け取り、試合を進める。

　　　試合が終わるたびに勝者に記録を進行へ届けさせる。

　　　後で訂正のないように記録の確認を双方の選手にさせる。

（1）試合結果により、3名を昇級、3名を降級とする。

（2）リーグ戦で全勝した選手は　8人のリーグ戦の場合は　プラス2ランク、

　　7人のリーグ戦の場合は　プラス1ランク　昇級する。

イエロー＆ホワイト： 

指導者・役員用 

ピンク：女子用 

ブルー：男子用 

 
※ 今回の男女1組の福
島県の中学生上位3名を
２０１６ジュニアアジアス
ポーツ交流大会 福島県
代表選手へ推薦する。  
 
※ 今回の強化リーグ大
会の結果を参考に今後
開催される、選抜合宿や
県外遠征、などの 
選考を行なう。  
 また、県外遠征や強化
合宿などの選手選考の
参考とすることもある。 
 
 
  昼食時間は取りません。 

各自、空き時間をみて 
摂ってください。 



日　時 ： 平成28年7月3日（日） 主　催　：　福島県卓球協会

会　場　： あいづ総合体育館 主　管　：　福島県卓球協会　会津支部

参加者数 男子： 165名 女子： 151名 合計： 316名
1 2 3

男子選手 齋藤　幸祐 （本宮卓球クラブ） 滝沢　侑大 （郡山第一クラブ） 高橋　　蓮 (福島ジュニア)

女子選手 伊藤　　笑 （富久山卓球クラブ） 原田　優芽 （喜多方卓球ランド） 小野日花里 （勿来卓球クラブ）
1 2 3

男　子

１組-A 齋藤　幸祐 （本宮卓球クラブ） 滝沢　侑大 （郡山第一クラブ） 高橋　　蓮 (福島ジュニア)

１組-B 小泉　涼太 （小川中） 人見　悠太 （小山三中） 加藤　　渉 （真岡中）

２組 太田　　裕 （益子ジュニアクラブ） 大久保　樹 （益子ジュニアクラブ） 金澤　勝吾 （本宮卓球クラブ）

３組 金澤　勝太 （郡山北工業高） 相楽　将 （須賀川スポ少） 岩永　宗久 （富久山卓球クラブ）

４組 松本　夢源 （ジャド卓球クラブ） 斎藤　駿 （ジャド卓球クラブ） 続橋　賢人 （富久山卓球クラブ）

５組 渡邉　裕人 （郡山北工業高） 遠藤　勇人 (橘高） 佐藤　雄斗 （清陵情報高）

６組 丹治　拓海 (橘高） 齋藤　雅隆 （郡山北工業高） 塩田　竜大 (安積黎明高）

７組 塚田　友樹 （福島高） 大久保孝太 （福島高） 出雲　翔也 (安積高）

８組 渡邉　　陸 (橘高） 赤津　陽斗 （勿来卓球クラブ） 丹治　昌紀 （福島高）

９組 茂木　大知 （ジャド卓球クラブ） 遠藤　惟織 （喜多方卓球ランド） 阿部　　凜 (二本松卓研)

１０組 続橋　秀人 （富久山卓球クラブ） 根本　丈瑠 （四倉中） 荒川　眞優 （錦中）

１１組 山口　桂佑 （郡山六中） 菊地　拓真 （郡山第一クラブ） 吉田　京平 （江名中）

１２組 秋山　郁人 （郡山六中） 上遠野　大翔 （植田中） 緑川　斐士 （中島中）

１３組 三浦　大希 （T.C赤井沢） 古川　魁 （富久山卓球クラブ） 景山　和真 （富久山卓球クラブ）

１４組 穐山　太亮 (福大付属中） 渡部　朔矢 （喜多方卓球ランド） 猪狩　尊 （富久山卓球クラブ）

１５組 髙橋　昭登 （ジャド卓球クラブ） 清水　咲汰 （みやたクラブ） 濱尾　将汰 （富久山卓球クラブ）

１６組 菊地　康太 （緑ケ丘中） 新妻　慧祐 （藤間中） 霜山　優希 （梁川中）

１７組 郡司　優介 (平三中） 佐藤　大雅 (福大付属中） 秋山　楽人 （郡山六中）

１８組 志賀　亘佑 （みなみクラブ） 時計　太一 （中央台北中） 植木　遥平 （中島中）

１９組 保住　昊 （T.C赤井沢） 横山　玲音 (福大付属中） 大澤　柊 （玉川中）

２０組 佐藤　　碧 （須賀川スポ少） 本田　一成 （みなみクラブ） 船生　岳冬 （いわき卓球）

女　子

１組-A 小池　このみ (橘高） 伊藤　　笑 （富久山卓球クラブ） 原田　優芽 （喜多方卓球ランド）

１組-B 矢口　絵梨 （益子中） 津吹　真衣 （北押原中） 大橋奈々子 （北犬飼中）

２組 上澤　依央 （卓桜会栃木卓球センター） 深谷　和花 （富久山卓球クラブ） 本田みらい （小名浜一中）

３組 原　　芽衣 （卓桜会栃木卓球センター） 髙橋　由佳 （会津高） 小林　菜歩 （郡山女大附属高）

４組 上澤　茉央 （卓桜会栃木卓球センター） 押山　桜月 （郡山女大附属高） 木村　真子 （岳陽中）

５組 長谷川春佳 （郡山女大附属高） 永山　里奈 （若松商業高） 菊田あさひ (橘高）

６組 北澤　椎奈 （郡山女大附属高） 鈴木　梨恵 （福島高専） 佐藤　楓 （福島西高）

７組 渡部　朱音 （会津学鳳高） 齊藤　佑香 （福島西高） 山野内晴菜 (安積高）

８組 鈴木　茉那 （錦中） 喬橋　史佳 （しらさかクラブ） 原　　夢璃 （本宮卓球クラブ）

９組 星　　凪紗 （錦中） 蛭田こころ （川部中） 石橋　涼香 (植田中）

１０組 根本　薫 （内郷一中） 喬橋　飛香 （しらさかクラブ） 五十嵐彩花 （昭和中）

１１組 大和田真希 （四倉クラブ） 矢作　愛望 （内郷一中） 大吉真奈加 （しらさかクラブ）

１２組 鈴木　聖菜 （向陽中） 遠藤　穂花 （ジャド卓球クラブ） 兼田　愛奈 （磐崎中）

１３組 木村　有亜 (平野卓球スポ少) 鈴木美夢奈 （金谷卓球クラブ） 鈴木　万稀 （向陽中）

１４組 吉田　柚葉 （江名中） 天野　真琳 （一箕中） 渡部　梨乃 （向陽中）

１５組 村尾　碧 （東中） 坂本　千梨花 （小名浜二中） 並木　優衣 （須賀川二中）

１６組 伊藤　さやか (三穂田中） 北野寿美怜 （須賀川二中） 佐藤　優衣 （向陽中）

１７組 永山　茉奈 （喜多方卓球ランド） 鈴木　佑那 （須賀川二中） 酒井　夏海 （本宮卓球クラブ）

１８組 緑川　綾音 （中島クラブ） 大内　姫愛 （本宮卓球クラブ） 佐藤　芽生 （西会津卓球クラブ）

１９組 浅川　胡桃 （平三中） 太田　智望 （向陽中） 上遠野真穂 （内郷一中）

平成２８年度第２回福島県小中高校生強化リーグ卓球大会成績表

１位 ２位 ３位

１位 ２位 ３位

　※　2016ジュニアスポーツアジア交流大会福島県代表選手選考結果



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 齋藤　幸祐 （本宮卓球クラブ） 県中 中2 6 1 1位 男子 1 塚田　友樹 （福島高） 県北 （推） 高1 5 1 1位 男子 1 穐山　太亮 (福大付属中） 県北 （推） 中3 7 0 1位
1組A 2 滝沢　侑大 （郡山第一クラブ） 県中 中2 6 1 2位 7組 2 大久保孝太 （福島高） 県北 （推） 高1 5 1 2位 14組 2 渡部　朔矢 （喜多方卓球ランド） 会津 （推） 中3 6 1 2位
17-18 3 高橋　　蓮 (福島ジュニア) 県北 中2 6 1 3位 1コート 3 出雲　翔也 (安積高） 県中 （推） 高1 4 2 3位 8コート 3 猪狩　尊 （富久山卓球クラブ） 県中 中2 5 2 3位
責任者 4 加藤　大晟 （本宮卓球クラブ） 県中 中3 5 2 4位 責任者 4 長谷川圭太 （清陵情報高） 県南 （推） 高3 3 3 4位 責任者 4 宍戸　琢海 （ジャド卓球クラブ） 県北 学16 中2 3 4 4位

5 高橋航太郎 (二本松卓研) 県北 ④ 小6 4 3 5位 5 後藤  和音 （白石高） 宮城 （推） 高1 2 4 5位 5 安原　成 （ジャド卓球クラブ） 県北 小強20⑲ 小6 2 5 5位
6 佐藤　悠登 （郡山北工業高） 県中 新9 高2 4 3 6位 6 白岩　侑 （会津学鳳高） 会津 （推） 高1 1 5 6位 6 芥川　祐汰 （喜多方三中） 会津 （推） 中3 2 5 6位
7 塩田　礼文 （中島中） 県南 中3 3 4 7位 7 大山　敦士 （二本松工業高） 県北 （推） 高2 1 5 7位 7 増子　雄太 （岩江中） 県中 （推） 中3 2 5 7位

　 　 　 　 　 　 8 大竹　瑞樹 (北会津中） 会津 （推） 中3 1 6 8位
男子 1 小泉　涼太 （小川中） 栃木県 栃① 中3 4 3 1位 男子 1 渡邉　　陸 (橘高） 県北 （推） 高2 5 2 1位 男子 1 髙橋　昭登 （ジャド卓球クラブ） 県北 （推） 中3 6 1 1位
1組B 2 人見　悠太 （小山三中） 栃木県 栃⑦ 中3 3 4 2位 8組 2 赤津　陽斗 （勿来卓球クラブ） いわき 中3 5 2 2位 15組 2 清水　咲汰 （みやたクラブ） いわき ⑭ 小6 6 1 2位
17-18 3 加藤　　渉 （真岡中） 栃木県 栃④ 中1 3 4 3位 2コート 3 丹治　昌紀 （福島高） 県北 （推） 高2 5 2 3位 9コート 3 濱尾　将汰 （富久山卓球クラブ） 県中 （推） 中3 5 2 3位
責任者 4 小平　悠樹 （小山三中） 栃木県 栃⑤ 中3 2 5 4位 責任者 4 高橋　幸暉 (福大付属中） 県北 中3 5 2 4位 責任者 4 根本　　亘 （内郷一中） いわき 中2 4 3 4位

5 矢納　悠太 （小山三中） 栃木県 栃⑥ 中3 2 5 5位 5 水野　大輝 （清陵情報高） 県南 （推） 高2 4 3 5位 5 斎藤　巧 （ジャド卓球クラブ） 県北 学16㉗ 中1 3 4 5位
6 由井　　涼 （陽北中） 栃木県 栃③ 中3 1 6 6位 6 星　遼太郎 （会津学鳳高） 会津 （推） 高1 3 4 6位 6 栁沼佑一朗 （岩江中） 県中 （推） 中3 2 5 6位
7 沼尾　愛斗 （北犬飼中） 栃木県 栃⑧ 中3 0 7 7位 7 石川　大輝 (安積高） 県中 （推） 高1 1 6 7位 7 小田切　陽 （喜多方三中） 会津 （推） 中3 2 5 7位

8 寺島　迅風 （福島高） 県北 （推） 高1 0 7 8位 8 鈴木　悠生 (北会津中） 会津 （推） 中3 0 7 8位
男子 1 太田　　裕 （益子ジュニアクラブ） 栃木県 栃⑨ 小6 7 0 1位 男子 1 茂木　大知 （ジャド卓球クラブ） 県北 学16 中3 6 1 1位 男子 1 菊地　康太 （緑ケ丘中） 県中 学32 中2 7 0 1位
2組 2 大久保　樹 （益子ジュニアクラブ） 栃木県 栃⑩ 小6 6 1 2位 9組 2 遠藤　惟織 （喜多方卓球ランド） 会津 学8 中2 5 2 2位 16組 2 新妻　慧祐 （藤間中） いわき 学16 中2 5 2 2位

19コート 3 金澤　勝吾 （本宮卓球クラブ） 県中 ⑪ 中1 4 3 3位 3コート 3 阿部　　凜 (二本松卓研) 県北 中2 5 2 3位 10コート 3 霜山　優希 （梁川中） 県北 学32 中2 5 2 3位
責任者 4 原　愛生斗 （本宮卓球クラブ） 県中 ⑨ 中1 4 3 4位 責任者 4 滝沢　倖也 （郡山第一クラブ） 県中 ⑧ 小5 4 3 4位 責任者 4 鈴木　紳晃 （江名中） いわき 学32 中2 4 3 4位

5 高橋　優磨 （喜多方卓球ランド） 会津 中3 4 3 5位 5 鹿俣　　蓮 （本宮卓球クラブ） 県中 中2 2 5 5位 5 古川政二郎 （泉中） いわき 学32 中2 4 3 5位
6 生江　元気 （喜多方卓球ランド） 会津 ⑫ 中1 2 5 6位 6 木村　朱里 (平野卓球スポ少) 県北 中2 2 5 6位 6 先﨑　颯人 （郡山六中） 県中 学32 中2 2 5 6位
7 角田　大地 （浅川中） 県南 中3 1 6 7位 7 鹿俣　　葵 （本宮卓球クラブ） 県中 ⑦ 小5 2 5 7位 7 小関　臣紀 （喜多方卓球ランド） 会津 中2 1 6 7位
8 栁沼　利來 （本宮卓球クラブ） 県中 ⑩ 中1 0 7 8位 8 紺野　陽希 （勿来二中） いわき 中3 2 5 8位 8 橘内　蓮 （ジャド卓球クラブ） 県北 学32 中2 0 7 8位

男子 1 金澤　勝太 （郡山北工業高） 県中 高1 7 0 1位 男子 1 続橋　秀人 （富久山卓球クラブ） 県中 小5 6 1 1位 男子 1 郡司　優介 (平三中） いわき 学32 中3 7 0 1位
3組 2 相楽　将 （須賀川スポ少） 県南 中2 6 1 2位 10組 2 根本　丈瑠 （四倉中） いわき 中3 5 2 2位 17組 2 佐藤　大雅 (福大付属中） 県北 （推） 中3 5 2 2位

20コート 3 岩永　宗久 （富久山卓球クラブ） 県中 中1 5 2 3位 4コート 3 荒川　眞優 （錦中） いわき 中3 5 2 3位 11コート 3 秋山　楽人 （郡山六中） 県中 （推） 中3 5 2 3位
責任者 4 籔下　大晃 （峰クラブJF） 栃木県 栃⑪ 小6 3 4 4位 責任者 4 青山　拓夢 （緑ケ丘中） 県中 中2 4 3 4位 責任者 4 高橋　健心 （郡山六中） 県中 （推） 中3 4 3 4位

5 吉田　真輝 （江名中） いわき 中3 3 4 5位 5 米田　悠真 （富久山卓球クラブ） 県中 中3 4 3 5位 5 石澤　和磨 （本宮卓球クラブ） 県中 ㉖ 小5 4 3 5位
6 松浦　拓真 （浅川中） 県南 中3 2 5 6位 6 荒井　駿斗 （浅川中） 県南 中2 3 4 6位 6 渡辺　大地 （郡山第一クラブ） 県中 ㉞ 中1 2 5 6位
7 小野　草太 （みなみクラブ） 県北 中2 1 6 7位 7 宇佐見彩斗 （須賀川二中） 県南 中3 1 6 7位 7 岩堀　　光 (舘岩中） 会津 カ32 中2 1 6 7位
8 林　　皓太 （益子ジュニアクラブ） 栃木県 栃⑫ 小6 1 6 8位 8 桑机　友翔 （中央台北中） いわき 中3 0 7 8位 8 菅野　公亮 （喜多方三中） 会津 （推） 中2 0 7 8位

男子 1 松本　夢源 （ジャド卓球クラブ） 県北 学4 中3 6 1 1位 男子 1 山口　桂佑 （郡山六中） 県中 中3 7 0 1位 男子 1 志賀　亘佑 （みなみクラブ） 県北 ⑱ 小4 7 0 1位
4組 2 斎藤　駿 （ジャド卓球クラブ） 県北 学16 中3 5 2 2位 11組 2 菊地　拓真 （郡山第一クラブ） 県中 中2 5 2 2位 18組 2 時計　太一 （中央台北中） いわき 学16㉕ 中1 5 2 2位

21コート 3 続橋　賢人 （富久山卓球クラブ） 県中 中1 5 2 3位 5コート 3 吉田　京平 （江名中） いわき 中2 4 3 3位 12コート 3 植木　遥平 （中島中） 県南 学16⑳ 中1 5 2 3位
責任者 4 高橋　　悠 (福島ジュニア) 県北 ⑥ 小5 5 2 4位 責任者 4 船生　　優 （赤井中） いわき 中2 3 4 4位 責任者 4 大島　詩音 (福大付属中） 県北 （推） 中2 4 3 4位

5 佐藤　優多 （みなみクラブ） 県北 学4 中3 3 4 5位 5 加藤　侑 (福大付属中） 県北 （推） 中3 3 4 5位 5 佐藤　勇哉 （郡山六中） 県中 （推） 中2 3 4 5位
6 新田　大和 （喜多方卓球ランド） 会津 中2 2 5 6位 6 渡辺　颯太 （郡山二中） 県中 中3 2 5 6位 6 今泉　玲央 （守山中） 県中 学16㊸ 中1 3 4 6位
7 三瓶　英恭 （みなみクラブ） 県北 学16⑮ 中1 1 6 7位 7 武部　優一 （岩江中） 県中 中3 2 5 7位 7 穐田　琉偉 （勿来卓球クラブ） いわき 学16㊳ 中1 1 6 7位
8 田子　千晃 （みやたクラブ） いわき 中3 1 6 8位 8 上石　礼門 （郡山二中） 県中 中3 2 5 8位 8 戸塚　聖馬 (北会津中） 会津 （推） 中2 0 7 8位

男子 1 渡邉　裕人 （郡山北工業高） 県中 （推） 高2 7 0 1位 男子 1 秋山　郁人 （郡山六中） 県中 中3 7 0 1位 男子 1 保住　昊 （T.C赤井沢） 県北 小強　㉒ 小5 5 2 1位
5組 2 遠藤　勇人 (橘高） 県北 （推） 高2 5 2 2位 12組 2 上遠野　大翔 （植田中） いわき 学32 中3 6 1 2位 19組 2 横山　玲音 (福大付属中） 県北 （推） 中2 5 2 2位

22コート 3 佐藤　雄斗 （清陵情報高） 県南 （推） 高2 4 3 3位 6コート 3 緑川　斐士 （中島中） 県南 学32 中3 5 2 3位 13コート 3 大澤　柊 （玉川中） いわき （推）㊱ 中1 5 2 3位
責任者 4 寺内　健 （白石高） 宮城 （推） 高2 4 3 4位 責任者 4 本郷　雄大 （錦中） いわき 学32 中3 4 3 4位 責任者 4 岩永　尭久 （富久山卓球クラブ） 県中 小強13㉛ 小4 5 2 4位

5 宇佐見勇二 （清陵情報高） 県南 （推） 高2 3 4 5位 5 佐藤　　心 （須賀川二中） 県南 学32 中3 3 4 5位 5 大門　昂平 （勿来卓球クラブ） いわき （推）㉘ 中1 3 4 5位
6 鈴木　勇也 (橘高） 県北 （推） 高2 3 4 6位 6 宗像　涼太 （須賀川二中） 県南 学32 中3 2 5 6位 6 片吉　章 （本宮卓球クラブ） 県中 小強14㉜ 小5 3 4 6位
7 小林　佑多 （会津学鳳高） 会津 （推） 高2 2 5 7位 7 鈴木　祐馬 (北会津中） 会津 （推） 中3 1 6 7位 7 吉田　勇輝 （御舘中） 県中 学16㊹ 中1 1 6 7位
8 箭内　大悟 (安積高） 県中 （推） 高2 0 7 8位 8 新田　隼人 （喜多方卓球ランド） 会津 ⑯ 中1 0 7 8位 8 星　大海 （喜多方三中） 会津 （推） 中2 1 6 8位

男子 1 丹治　拓海 (橘高） 県北 （推） 高1 6 1 1位 男子 1 三浦　大希 （T.C赤井沢） 県北 中2 6 1 1位 男子 1 佐藤　　碧 （須賀川スポ少） 県南 小強17㊲ 小6 6 0 1位
6組 2 齋藤　雅隆 （郡山北工業高） 県中 （推） 高2 6 1 2位 13組 2 古川　魁 （富久山卓球クラブ） 県中 中2 6 1 2位 20組 2 本田　一成 （みなみクラブ） 県北 小強20㊻ 小6 5 1 2位

23コート 3 塩田　竜大 (安積黎明高） 県中 （推） 高1 5 2 3位 7コート 3 景山　和真 （富久山卓球クラブ） 県中 中2 5 2 3位 14コート 3 船生　岳冬 （いわき卓球） いわき 小強19㊺ 小4 4 2 3位
責任者 4 渡邊　魁斗 （清陵情報高） 県南 （推） 高2 4 3 4位 責任者 4 菱川　賢生 （須賀川二中） 県南 中2 3 4 4位 責任者 4 齋藤　永遠 （喜多方三中） 会津 （推） 中2 3 3 4位

5 石井　康大 （福島西高） 県北 （推） 高2 4 3 5位 5 髙橋　俊喜 （ジャド卓球クラブ） 県北 学16㉑ 中1 3 4 5位 5 今泉　来偉 （田村卓球クラブ） 県中 小強㊸ 小5 1 5 5位
6 羽田　亮 （福島西高） 県北 （推） 高2 2 5 6位 6 猪狩　葵 （富久山卓球クラブ） 県中 ⑰ 小6 3 4 6位 6 渡部　颯太 （喜多方卓球ランド） 会津 （推）-57 小6 1 5 6位
7 矢部　大貴 (安積高） 県中 （推） 高2 1 6 7位 7 佐久間祐希 （岩江中） 県中 中2 2 5 7位 7 松本　拓海 （神谷クラブ） いわき 小強17㊷ 小6 1 5 7位
8 小椋　魁 （若松商業高） 会津 （推） 高2 0 7 8位 8 森　瑛大 （ジャド卓球クラブ） 県北 カ32 中2 0 7 8位 　 　 　 　 　 　

平成２８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）　　平成２８年７月３日(日)　　あいづ総合体育館

※　1-2組は　双方向式リーグ戦とする

※　1-2組は　双方向式リーグ戦とする



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 小池　このみ (橘高） 県北 IH9 高2 7 0 1位 女子 1 渡部　朱音 （会津学鳳高） 会津 （推） 高1 5 1 1位 女子 1 吉田　柚葉 （江名中） いわき 学16 中2 5 1 1位
1組A 2 伊藤　　笑 （富久山卓球クラブ） 県中 中3 6 1 2位 7組 2 齊藤　佑香 （福島西高） 県北 （推） 高2 5 1 2位 14組 2 天野　真琳 （一箕中） 会津 （推） 中3 4 2 2位
15-16 3 原田　優芽 （喜多方卓球ランド） 会津 J3 中3 5 2 3位 29コート 3 山野内晴菜 (安積高） 県中 （推） 高1 4 2 3位 36コート 3 渡部　梨乃 （向陽中） 相双 学32 中2 4 2 3位
責任者 4 小野日花里 （勿来卓球クラブ） いわき 中3 5 2 4位 責任者 4 山口美伊子 (安積黎明高） 県中 （推） 高1 4 2 4位 責任者 4 金澤　伶耶 （浅川中） 県南 中2 3 3 4位

5 高橋　智捺 （喜多方卓球ランド） 会津 中3 3 4 5位 5 恩田　怜桜 （会津高） 会津 （推） 高2 2 4 5位 5 帆苅　舞祐 （一箕中） 会津 （推） 中3 3 3 5位
6 國分　陽奈 （本宮卓球クラブ） 県中 中3 2 5 6位 6 鈴木　茉瑚 （会津学鳳高） 会津 （推） 高1 1 5 6位 6 伊藤　乃愛 （赤井中） いわき 学32 中2 1 5 6位
7 金澤　綾花 （郡山女大附属高） 県中 IH7 高3 2 5 7位 7 遠藤万由子 （若松商業高） 会津 （推） 高1 1 5 7位 7 小野　七望 （小名浜一中） いわき 学32 中2 1 5 7位

　 　 　 　 　 　
女子 1 矢口　絵梨 （益子中） 栃木県 栃② 中3 4 3 1位 女子 1 鈴木　茉那 （錦中） いわき 中3 6 1 1位 女子 1 村尾　碧 （東中） 会津 （推） 中3 6 0 1位
1組B 2 津吹　真衣 （北押原中） 栃木県 栃④ 中3 4 3 2位 8組 2 喬橋　史佳 （しらさかクラブ） 県南 小6 6 1 2位 15組 2 坂本　千梨花 （小名浜二中） いわき 学32 中2 4 2 2位
15-16 3 大橋奈々子 （北犬飼中） 栃木県 栃① 中3 4 3 3位 30コート 3 原　　夢璃 （本宮卓球クラブ） 県中 小5 4 3 3位 37コート 3 並木　優衣 （須賀川二中） 県南 学32 中2 4 2 3位
責任者 4 桒﨑　千代 （皆川中） 栃木県 栃⑤ 中3 3 4 4位 責任者 4 若松　優希 （富久山卓球クラブ） 県中 中3 4 3 4位 責任者 4 齋藤　琴音 （一箕中） 会津 （推） 中3 3 3 4位

5 香取　位圭 （陽南中） 栃木県 栃⑥ 中1 3 4 5位 5 伊藤今日香 （富久山卓球クラブ） 県中 小6 4 3 5位 5 小山田典加 （一箕中） 会津 （推） 中3 2 4 5位
6 伊澤　　恵 （真岡西中） 栃木県 栃⑧ 中3 1 6 6位 6 原田　優衣 （喜多方卓球ランド） 会津 小4 2 5 6位 6 緑川真奈美 （表郷中） 県南 学32 中2 1 5 6位
7 福田妃奈乃 （鹿沼北中） 栃木県 栃⑦ 中3 0 7 7位 7 佐藤　有沙 （喜多方卓球ランド） 会津 中2 2 5 7位 7 星野　里奈 （向陽中） 相双 学32 中2 1 5 7位

8 佐藤　珠璃 （須賀川スポ少） 県南 中3 0 7 8位 　 　 　 　 　 　
女子 1 上澤　依央 （卓桜会栃木卓球センター） 栃木県 栃⑨ 小6 5 1 1位 女子 1 星　　凪紗 （錦中） いわき 中3 6 1 1位 女子 1 伊藤　さやか (三穂田中） 県中 学16 中2 5 1 1位
2組 2 深谷　和花 （富久山卓球クラブ） 県中 中1 5 1 2位 9組 2 蛭田こころ （川部中） いわき 中3 5 2 2位 16組 2 北野寿美怜 （須賀川二中） 県南 （推） 中3 5 1 2位

24コート 3 本田みらい （小名浜一中） いわき 中1 3 3 3位 31コート 3 石橋　涼香 (植田中） いわき 中3 5 2 3位 38コート 3 佐藤　優衣 （向陽中） 相双 （推） 中3 4 2 3位
責任者 4 菊田　茉奈 （郡山女大附属高） 県中 新9 高2 3 3 4位 責任者 4 兼谷　彩音 （本宮卓球クラブ） 県中 小5 4 3 4位 責任者 4 三橋　芽依 （一箕中） 会津 （推） 中3 3 3 4位

5 髙橋　美悠 （富久山卓球クラブ） 県中 小6 2 4 5位 5 寺内　環 （ライジングフォース） 宮城 中2 3 4 5位 5 愛澤　美琴 （向陽中） 相双 （推） 中3 2 4 5位
6 遠藤まこと （富久山卓球クラブ） 県中 中2 2 4 6位 6 安達　玲佳 （T.C赤井沢） 県北 中2 2 5 6位 6 関本　羽月 （一箕中） 会津 （推） 中3 1 5 6位
7 石澤　さくら （本宮卓球クラブ） 県中 中1 1 5 7位 7 松本　　華 （しらさかクラブ） 県南 中1 2 5 7位 7 苅宿　千穂 （富久山卓球クラブ） 県中 小6 1 5 7位
8 8 玉根　光紗 （吾妻中） 県北 学32 中3 1 6 8位 　 　 　 　 　 　

女子 1 原　　芽衣 （卓桜会栃木卓球センター） 栃木県 栃⑩ 小5 7 0 1位 女子 1 根本　薫 （内郷一中） いわき 中3 7 0 1位 女子 1 永山　茉奈 （喜多方卓球ランド） 会津 中1 7 0 1位
3組 2 髙橋　由佳 （会津高） 会津 総7 高1 5 2 2位 10組 2 喬橋　飛香 （しらさかクラブ） 県南 学16 中2 4 3 2位 17組 2 鈴木　佑那 （須賀川二中） 県南 （推） 中3 5 2 2位

25コート 3 小林　菜歩 （郡山女大附属高） 県中 （推） 高2 4 3 3位 32コート 3 五十嵐彩花 （昭和中） 会津 中3 4 3 3位 39コート 3 酒井　夏海 （本宮卓球クラブ） 県中 中2 5 2 3位
責任者 4 小池　和妃 (Quest D) 県北 学4 中2 4 3 4位 責任者 4 國分　綾乃 （T.C赤井沢） 県北 小強15 小6 4 3 4位 責任者 4 矢田部晴菜 （一箕中） 会津 （推） 中3 4 3 4位

5 熊田　朋華 （個人） いわき 小6 4 3 5位 5 鈴木　美羽 （内郷一中） いわき 中2 4 3 5位 5 田子　千夏 （みやたクラブ） いわき ㉖ 小6 3 4 5位
6 高橋　佳奈 （みやたクラブ） いわき 中3 2 5 6位 6 安瀬　陽菜 （船引中） 県中 学32 中3 3 4 6位 6 菊地　美羽 （向陽中） 相双 （推） 中3 2 5 6位
7 安齋妃南子 (二本松卓研) 県北 学4 中1 2 5 7位 7 根本明日香 （久之浜中） いわき 中3 1 6 7位 7 井上　円花 （須賀川二中） 県南 （推） 中2 2 5 7位
8 熊田　侑莉 （内郷一中） いわき 棄権 中2 0 7 8位 8 佐藤　仁美 （矢吹中） 県南 （推） 中3 1 6 8位 8 佐藤　菜海 （小名浜一中） いわき （推） 中2 0 7 8位

女子 1 上澤　茉央 （卓桜会栃木卓球センター） 栃木県 栃⑪ 小6 7 0 1位 女子 1 大和田真希 （四倉クラブ） いわき 学32 中3 7 0 1位 女子 1 緑川　綾音 （中島クラブ） 県南 ㉓ 小6 5 1 1位
4組 2 押山　桜月 （郡山女大附属高） 県中 （推） 高2 6 1 2位 11組 2 矢作　愛望 （内郷一中） いわき 中1 5 2 2位 18組 2 大内　姫愛 （本宮卓球クラブ） 県中 ㉝ 小5 5 1 2位

26コート 3 木村　真子 （岳陽中） 県北 中3 5 2 3位 33コート 3 大吉真奈加 （しらさかクラブ） 県南 中1 4 3 3位 40コート 3 佐藤　芽生 （西会津卓球クラブ） 会津 小6 4 2 3位
責任者 4 吉田　美憂 （桜クラブ） 栃木県 栃⑫ 小5 4 3 4位 責任者 4 深谷菜々美 （富久山卓球クラブ） 県中 小4 3 4 4位 責任者 4 佐藤　想夏 （郡山第一クラブ） 県中 学16㊱ 中1 3 3 4位

5 小西　真優 （小名浜一中） いわき 中2 3 4 5位 5 藤社　　希 （平三中） いわき カ32 中3 3 4 5位 5 虻川　紗希 （勿来卓球クラブ） いわき 学16-51 中1 3 3 5位
6 遠藤　愛和 （磐崎中） いわき 中3 2 5 6位 6 千葉　珠音 （郡山第一クラブ） 県中 小5 3 4 6位 6 小磯陽菜乃 （中島クラブ） 県南 ㉚ 小6 1 5 6位
7 満山　梨佳 （四倉クラブ） いわき 中2 1 6 7位 7 成田　岬 （須賀川三中） 県南 学16 中3 2 5 7位 7 國分　穂香 （郡山第一クラブ） 県中 学16㊴ 中1 0 6 7位
8 岡田　美穂 （四倉クラブ） いわき 中3 0 7 8位 8 渡部　名央 （西会津卓球クラブ） 会津 中3 1 6 8位 　 　 　 　 　 　

女子 1 長谷川春佳 （郡山女大附属高） 県中 （推） 高2 6 0 1位 女子 1 鈴木　聖菜 （向陽中） 相双 学8 中2 7 0 1位 女子 1 浅川　胡桃 （平三中） いわき 学16 中1 5 1 1位
5組 2 永山　里奈 （若松商業高） 会津 （推） 高2 4 2 2位 12組 2 遠藤　穂花 （ジャド卓球クラブ） 県北 学16 中2 6 1 2位 19組 2 太田　智望 （向陽中） 相双 学16 中1 5 1 2位

27コート 3 菊田あさひ (橘高） 県北 （推） 高2 3 3 3位 34コート 3 兼田　愛奈 （磐崎中） いわき 学32 中3 5 2 3位 41コート 3 上遠野真穂 （内郷一中） いわき （推） 中1 4 2 3位
責任者 4 高橋　海里 (福島ジュニア) 県北 中3 3 3 4位 責任者 4 持建　仁美 （向陽中） 相双 学32 中3 3 4 4位 責任者 4 鈴木　千尋 （みやたクラブ） いわき 小強24 小6 3 3 4位

5 小池　うた （T.C赤井沢） 県北 中2 3 3 5位 5 梅澤　亮 （浅川中） 県南 学32 中3 2 5 5位 5 桑原　みずき （T.C赤井沢） 県北 小強29 小5 2 4 5位
6 五十嵐ひかる （南会津高） 会津 （推） 高2 2 4 6位 6 福地　栞鈴 （福島三中） 県北 学32 中3 2 5 6位 6 根本　実歩 （神谷クラブ） いわき 小強28 小6 1 5 6位
7 安原　亜由 （ジャド卓球クラブ） 県北 学16 中2 0 6 7位 7 小林　海憂 （四倉クラブ） いわき 学32 中3 2 5 7位 7 石井　愛莉 （T.C赤井沢） 県北 小強31 小4 1 5 7位
　 　 　 　 　 　 8 菊地優里菜 （一箕中） 会津 学16 中2 1 6 8位 　 　 　 　 　 　

女子 1 北澤　椎奈 （郡山女大附属高） 県中 （推） 高3 6 0 1位 女子 1 木村　有亜 (平野卓球スポ少) 県北 小6 6 1 1位
6組 2 鈴木　梨恵 （福島高専） いわき （推） 高2 5 1 2位 13組 2 鈴木美夢奈 （金谷卓球クラブ） いわき 小6 6 1 2位

28コート 3 佐藤　楓 （福島西高） 県北 （推） 高2 4 2 3位 35コート 3 鈴木　万稀 （向陽中） 相双 学32 中3 4 3 3位
責任者 4 菅野　あかり (橘高） 県北 （推） 高1 3 3 4位 責任者 4 齊藤明友香 （向陽中） 相双 学32 中3 4 3 4位

5 角田　真子 （若松商業高） 会津 （推） 高2 2 4 5位 5 小林　結芽 （四倉クラブ） いわき 中2 3 4 5位
6 角田麻亜矢 （会津学鳳高） 会津 （推） 高2 1 5 6位 6 雪下　陽菜 （一箕中） 会津 （推） 中3 3 4 6位
7 星　春奈 （大沼高） 会津 （推） 高2 0 6 7位 7 半沢比菜乃 （福島三中） 県北 学32 中3 2 5 7位
　 　 　 　 　 　 8 大竹　優穂 （一箕中） 会津 学32 中2 0 7 8位

平成２８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）　　平成２８年７月３日(日)　　あいづ総合体育館

　　　　　　　　※　1組A対Bは　双方向式リーグ戦とする。

　　　　　　　　※　1組A対Bは　双方向式リーグ戦とする。



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 齋藤　幸祐 （本宮卓球クラブ） 県中 中2 41 塚田　友樹 （福島高） 県北 （推） 高1 81 上遠野　大翔 （植田中） いわき 学32 中3 121 佐藤　大雅 (福大付属中） 県北 （推） 中3

2 滝沢　侑大 （郡山第一クラブ） 県中 中2 42 大久保孝太 （福島高） 県北 （推） 高1 82 緑川　斐士 （中島中） 県南 学32 中3 122 秋山　楽人 （郡山六中） 県中 （推） 中3

3 高橋　　蓮 (福島ジュニア) 県北 中2 43 出雲　翔也 (安積高） 県中 （推） 高1 83 渡辺　颯太 （郡山二中） 県中 中3 123 先﨑　颯人 （郡山六中） 県中 学32 中2

4 加藤　大晟 （本宮卓球クラブ） 県中 中3 44 羽田　亮 （福島西高） 県北 （推） 高2 84 武部　優一 （岩江中） 県中 中3 124 小関　臣紀 （喜多方卓球ランド） 会津 中2

5 金澤　勝吾 （本宮卓球クラブ） 県中 ⑪ 中1 45 矢部　大貴 (安積高） 県中 （推） 高2 85 上石　礼門 （郡山二中） 県中 中3 125 橘内　蓮 （ジャド卓球クラブ） 県北 学32 中2

6 高橋航太郎 (二本松卓研) 県北 ④ 小6 46 小椋　魁 （若松商業高） 会津 （推） 高2 86 本郷　雄大 （錦中） いわき 学32 中3 126 志賀　亘佑 （みなみクラブ） 県北 ⑱ 小4

7 佐藤　悠登 （郡山北工業高） 県中 新9 高2 47 長谷川圭太 （清陵情報高） 県南 （推） 高3 87 佐藤　　心 （須賀川二中） 県南 学32 中3 127 高橋　健心 （郡山六中） 県中 （推） 中3

8 塩田　礼文 （中島中） 県南 中3 48 渡邉　　陸 (橘高） 県北 （推） 高2 88 三浦　大希 （T.C赤井沢） 県北 中2 128 石澤　和磨 （本宮卓球クラブ） 県中 ㉖ 小5

9 金澤　勝太 （郡山北工業高） 県中 高1 49 赤津　陽斗 （勿来卓球クラブ） いわき 中3 89 古川　魁 （富久山卓球クラブ） 県中 中2 129 時計　太一 （中央台北中） いわき 学16㉕ 中1

10 原　愛生斗 （本宮卓球クラブ） 県中 ⑨ 中1 50 丹治　昌紀 （福島高） 県北 （推） 高2 90 景山　和真 （富久山卓球クラブ） 県中 中2 130 植木　遥平 （中島中） 県南 学16⑳ 中1

11 高橋　優磨 （喜多方卓球ランド） 会津 中3 51 後藤  和音 （白石高） 宮城 （推） 高1 91 宗像　涼太 （須賀川二中） 県南 学32 中3 131 渡辺　大地 （郡山第一クラブ） 県中 ㉞ 中1

12 相楽　将 （須賀川スポ少） 県南 中2 52 白岩　侑 （会津学鳳高） 会津 （推） 高1 92 鈴木　祐馬 (北会津中） 会津 （推） 中3 132 岩堀　　光 (舘岩中） 会津 カ32 中2

13 岩永　宗久 （富久山卓球クラブ） 県中 中1 53 大山　敦士 （二本松工業高） 県北 （推） 高2 93 新田　隼人 （喜多方卓球ランド） 会津 ⑯ 中1 133 菅野　公亮 （喜多方三中） 会津 （推） 中2

14 生江　元気 （喜多方卓球ランド） 会津 ⑫ 中1 54 高橋　幸暉 (福大付属中） 県北 中3 94 穐山　太亮 (福大付属中） 県北 （推） 中3 134 大島　詩音 (福大付属中） 県北 （推） 中2

15 角田　大地 （浅川中） 県南 中3 55 水野　大輝 （清陵情報高） 県南 （推） 高2 95 菱川　賢生 （須賀川二中） 県南 中2 135 佐藤　勇哉 （郡山六中） 県中 （推） 中2

16 栁沼　利來 （本宮卓球クラブ） 県中 ⑩ 中1 56 茂木　大知 （ジャド卓球クラブ） 県北 学16 中3 96 髙橋　俊喜 （ジャド卓球クラブ） 県北 学16㉑ 中1 136 保住　昊 （T.C赤井沢） 県北 小強　㉒ 小5

17 吉田　真輝 （江名中） いわき 中3 57 遠藤　惟織 （喜多方卓球ランド） 会津 学8 中2 97 渡部　朔矢 （喜多方卓球ランド） 会津 （推） 中3 137 横山　玲音 (福大付属中） 県北 （推） 中2

18 松本　夢源 （ジャド卓球クラブ） 県北 学4 中3 58 阿部　　凜 (二本松卓研) 県北 中2 98 猪狩　尊 （富久山卓球クラブ） 県中 中2 138 大澤　柊 （玉川中） いわき （推）㊱ 中1

19 斎藤　駿 （ジャド卓球クラブ） 県北 学16 中3 59 星　遼太郎 （会津学鳳高） 会津 （推） 高1 99 猪狩　葵 （富久山卓球クラブ） 県中 ⑰ 小6 139 今泉　玲央 （守山中） 県中 学16㊸ 中1

20 続橋　賢人 （富久山卓球クラブ） 県中 中1 60 石川　大輝 (安積高） 県中 （推） 高1 100 佐久間祐希 （岩江中） 県中 中2 140 穐田　琉偉 （勿来卓球クラブ） いわき 学16㊳ 中1

21 松浦　拓真 （浅川中） 県南 中3 61 寺島　迅風 （福島高） 県北 （推） 高1 101 森　瑛大 （ジャド卓球クラブ） 県北 カ32 中2 141 戸塚　聖馬 (北会津中） 会津 （推） 中2

22 小野　草太 （みなみクラブ） 県北 中2 62 滝沢　倖也 （郡山第一クラブ） 県中 ⑧ 小5 102 宍戸　琢海 （ジャド卓球クラブ） 県北 学16 中2 142 岩永　尭久 （富久山卓球クラブ） 県中 小強13㉛ 小4

23 渡邉　裕人 （郡山北工業高） 県中 （推） 高2 63 鹿俣　　蓮 （本宮卓球クラブ） 県中 中2 103 安原　成 （ジャド卓球クラブ） 県北 小強20⑲ 小6 143 佐藤　　碧 （須賀川スポ少） 県南 小強17㊲ 小6

24 高橋　　悠 (福島ジュニア) 県北 ⑥ 小5 64 続橋　秀人 （富久山卓球クラブ） 県中 小5 104 髙橋　昭登 （ジャド卓球クラブ） 県北 （推） 中3 144 大門　昂平 （勿来卓球クラブ） いわき （推）㉘ 中1

25 佐藤　優多 （みなみクラブ） 県北 学4 中3 65 根本　丈瑠 （四倉中） いわき 中3 105 清水　咲汰 （みやたクラブ） いわき ⑭ 小6 145 本田　一成 （みなみクラブ） 県北 小強20㊻ 小6

26 遠藤　勇人 (橘高） 県北 （推） 高2 66 荒川　眞優 （錦中） いわき 中3 106 濱尾　将汰 （富久山卓球クラブ） 県中 （推） 中3 146 船生　岳冬 （いわき卓球） いわき 小強19㊺ 小4

27 佐藤　雄斗 （清陵情報高） 県南 （推） 高2 67 木村　朱里 (平野卓球スポ少) 県北 中2 107 芥川　祐汰 （喜多方三中） 会津 （推） 中3 147 片吉　章 （本宮卓球クラブ） 県中 小強14㉜ 小5

28 新田　大和 （喜多方卓球ランド） 会津 中2 68 鹿俣　　葵 （本宮卓球クラブ） 県中 ⑦ 小5 108 増子　雄太 （岩江中） 県中 （推） 中3 148 吉田　勇輝 （御舘中） 県中 学16㊹ 中1

29 三瓶　英恭 （みなみクラブ） 県北 学16⑮ 中1 69 紺野　陽希 （勿来二中） いわき 中3 109 大竹　瑞樹 (北会津中） 会津 （推） 中3 149 星　大海 （喜多方三中） 会津 （推） 中2

30 田子　千晃 （みやたクラブ） いわき 中3 70 山口　桂佑 （郡山六中） 県中 中3 110 菊地　康太 （緑ケ丘中） 県中 学32 中2 150 齋藤　永遠 （喜多方三中） 会津 （推） 中2

31 寺内　健 （白石高） 宮城 （推） 高2 71 青山　拓夢 （緑ケ丘中） 県中 中2 111 根本　　亘 （内郷一中） いわき 中2 151 今泉　来偉 （田村卓球クラブ） 県中 小強㊸ 小5

32 宇佐見勇二 （清陵情報高） 県南 （推） 高2 72 米田　悠真 （富久山卓球クラブ） 県中 中3 112 斎藤　巧 （ジャド卓球クラブ） 県北 学16㉗ 中1 152 渡部　颯太 （喜多方卓球ランド） 会津 （推）-57 小6

33 丹治　拓海 (橘高） 県北 （推） 高1 73 菊地　拓真 （郡山第一クラブ） 県中 中2 113 新妻　慧祐 （藤間中） いわき 学16 中2 153 松本　拓海 （神谷クラブ） いわき 小強17㊷ 小6

34 齋藤　雅隆 （郡山北工業高） 県中 （推） 高2 74 吉田　京平 （江名中） いわき 中2 114 霜山　優希 （梁川中） 県北 学32 中2

35 塩田　竜大 (安積黎明高） 県中 （推） 高1 75 荒井　駿斗 （浅川中） 県南 中2 115 栁沼佑一朗 （岩江中） 県中 （推） 中3 ※　栃木県選手は　ランキング後、

36 鈴木　勇也 (橘高） 県北 （推） 高2 76 宇佐見彩斗 （須賀川二中） 県南 中3 116 小田切　陽 （喜多方三中） 会津 （推） 中3 　　一覧表から抜きました。

37 小林　佑多 （会津学鳳高） 会津 （推） 高2 77 桑机　友翔 （中央台北中） いわき 中3 117 鈴木　悠生 (北会津中） 会津 （推） 中3

38 箭内　大悟 (安積高） 県中 （推） 高2 78 秋山　郁人 （郡山六中） 県中 中3 118 郡司　優介 (平三中） いわき 学32 中3

39 渡邊　魁斗 （清陵情報高） 県南 （推） 高2 79 船生　　優 （赤井中） いわき 中2 119 鈴木　紳晃 （江名中） いわき 学32 中2

40 石井　康大 （福島西高） 県北 （推） 高2 80 加藤　侑 (福大付属中） 県北 （推） 中3 120 古川政二郎 （泉中） いわき 学32 中2

【男子】　　平成２８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　平成２８年７月３日(日)　　あいづ総合体育館



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 小池　このみ (橘高） 県北 IH9 高2 36 安原　亜由 （ジャド卓球クラブ） 県北 学16 中2 71 大吉真奈加 （しらさかクラブ） 県南 中1 106 齋藤　琴音 （一箕中） 会津 （推） 中3

2 伊藤　　笑 （富久山卓球クラブ） 県中 中3 37 菅野　あかり (橘高） 県北 （推） 高1 72 安瀬　陽菜 （船引中） 県中 学32 中3 107 伊藤　さやか (三穂田中） 県中 学16 中2

3 原田　優芽 （喜多方卓球ランド） 会津 J3 中3 38 渡部　朱音 （会津学鳳高） 会津 （推） 高1 73 根本明日香 （久之浜中） いわき 中3 108 北野寿美怜 （須賀川二中） 県南 （推） 中3

4 小野日花里 （勿来卓球クラブ） いわき 中3 39 齊藤　佑香 （福島西高） 県北 （推） 高2 74 佐藤　仁美 （矢吹中） 県南 （推） 中3 109 佐藤　優衣 （向陽中） 相双 （推） 中3

5 深谷　和花 （富久山卓球クラブ） 県中 中1 40 山野内晴菜 (安積高） 県中 （推） 高1 75 鈴木　聖菜 （向陽中） 相双 学8 中2 110 小山田典加 （一箕中） 会津 （推） 中3

6 本田みらい （小名浜一中） いわき 中1 41 角田　真子 （若松商業高） 会津 （推） 高2 76 深谷菜々美 （富久山卓球クラブ） 県中 小4 111 緑川真奈美 （表郷中） 県南 学32 中2

7 高橋　智捺 （喜多方卓球ランド） 会津 中3 42 角田麻亜矢 （会津学鳳高） 会津 （推） 高2 77 藤社　　希 （平三中） いわき カ32 中3 112 星野　里奈 （向陽中） 相双 学32 中2

8 國分　陽奈 （本宮卓球クラブ） 県中 中3 43 星　春奈 （大沼高） 会津 （推） 高2 78 遠藤　穂花 （ジャド卓球クラブ） 県北 学16 中2 113 永山　茉奈 （喜多方卓球ランド） 会津 中1

9 金澤　綾花 （郡山女大附属高） 県中 IH7 高3 44 山口美伊子 (安積黎明高） 県中 （推） 高1 79 兼田　愛奈 （磐崎中） いわき 学32 中3 114 三橋　芽依 （一箕中） 会津 （推） 中3

10 菊田　茉奈 （郡山女大附属高） 県中 新9 高2 45 鈴木　茉那 （錦中） いわき 中3 80 千葉　珠音 （郡山第一クラブ） 県中 小5 115 鈴木　佑那 （須賀川二中） 県南 （推） 中3

11 髙橋　由佳 （会津高） 会津 総7 高1 46 喬橋　史佳 （しらさかクラブ） 県南 小6 81 成田　岬 （須賀川三中） 県南 学16 中3 116 酒井　夏海 （本宮卓球クラブ） 県中 中2

12 小林　菜歩 （郡山女大附属高） 県中 （推） 高2 47 原　　夢璃 （本宮卓球クラブ） 県中 小5 82 渡部　名央 （西会津卓球クラブ） 会津 中3 117 愛澤　美琴 （向陽中） 相双 （推） 中3

13 髙橋　美悠 （富久山卓球クラブ） 県中 小6 48 恩田　怜桜 （会津高） 会津 （推） 高2 83 持建　仁美 （向陽中） 相双 学32 中3 118 関本　羽月 （一箕中） 会津 （推） 中3

14 遠藤まこと （富久山卓球クラブ） 県中 中2 49 鈴木　茉瑚 （会津学鳳高） 会津 （推） 高1 84 梅澤　亮 （浅川中） 県南 学32 中3 119 苅宿　千穂 （富久山卓球クラブ） 県中 小6

15 石澤　さくら （本宮卓球クラブ） 県中 中1 50 遠藤万由子 （若松商業高） 会津 （推） 高1 85 木村　有亜 (平野卓球スポ少) 県北 小6 120 矢田部晴菜 （一箕中） 会津 （推） 中3

16 小池　和妃 (Quest D) 県北 学4 中2 51 若松　優希 （富久山卓球クラブ） 県中 中3 86 鈴木美夢奈 （金谷卓球クラブ） いわき 小6 121 田子　千夏 （みやたクラブ） いわき ㉖ 小6

17 熊田　朋華 （個人） いわき 小6 52 伊藤今日香 （富久山卓球クラブ） 県中 小6 87 鈴木　万稀 （向陽中） 相双 学32 中3 122 緑川　綾音 （中島クラブ） 県南 ㉓ 小6

18 押山　桜月 （郡山女大附属高） 県中 （推） 高2 53 星　　凪紗 （錦中） いわき 中3 88 福地　栞鈴 （福島三中） 県北 学32 中3 123 大内　姫愛 （本宮卓球クラブ） 県中 ㉝ 小5

19 木村　真子 （岳陽中） 県北 中3 54 蛭田こころ （川部中） いわき 中3 89 小林　海憂 （四倉クラブ） いわき 学32 中3 124 佐藤　芽生 （西会津卓球クラブ） 会津 小6

20 高橋　佳奈 （みやたクラブ） いわき 中3 55 石橋　涼香 (植田中） いわき 中3 90 菊地優里菜 （一箕中） 会津 学16 中2 125 菊地　美羽 （向陽中） 相双 （推） 中3

21 安齋妃南子 (二本松卓研) 県北 学4 中1 56 原田　優衣 （喜多方卓球ランド） 会津 小4 91 齊藤明友香 （向陽中） 相双 学32 中3 126 井上　円花 （須賀川二中） 県南 （推） 中2

22 熊田　侑莉 （内郷一中） いわき 棄権 中2 57 佐藤　有沙 （喜多方卓球ランド） 会津 中2 92 小林　結芽 （四倉クラブ） いわき 中2 127 佐藤　菜海 （小名浜一中） いわき （推） 中2

23 長谷川春佳 （郡山女大附属高） 県中 （推） 高2 58 佐藤　珠璃 （須賀川スポ少） 県南 中3 93 吉田　柚葉 （江名中） いわき 学16 中2 128 佐藤　想夏 （郡山第一クラブ） 県中 学16㊱ 中1

24 小西　真優 （小名浜一中） いわき 中2 59 根本　薫 （内郷一中） いわき 中3 94 天野　真琳 （一箕中） 会津 （推） 中3 129 浅川　胡桃 （平三中） いわき 学16 中1

25 永山　里奈 （若松商業高） 会津 （推） 高2 60 兼谷　彩音 （本宮卓球クラブ） 県中 小5 95 渡部　梨乃 （向陽中） 相双 学32 中2 130 太田　智望 （向陽中） 相双 学16 中1

26 菊田あさひ (橘高） 県北 （推） 高2 61 寺内　環 （ライジングフォース） 宮城 中2 96 雪下　陽菜 （一箕中） 会津 （推） 中3 131 上遠野真穂 （内郷一中） いわき （推） 中1

27 遠藤　愛和 （磐崎中） いわき 中3 62 喬橋　飛香 （しらさかクラブ） 県南 学16 中2 97 半沢比菜乃 （福島三中） 県北 学32 中3 132 虻川　紗希 （勿来卓球クラブ） いわき 学16-51 中1

28 満山　梨佳 （四倉クラブ） いわき 中2 63 五十嵐彩花 （昭和中） 会津 中3 98 大竹　優穂 （一箕中） 会津 学32 中2 133 小磯陽菜乃 （中島クラブ） 県南 ㉚ 小6

29 岡田　美穂 （四倉クラブ） いわき 中3 64 安達　玲佳 （T.C赤井沢） 県北 中2 99 村尾　碧 （東中） 会津 （推） 中3 134 國分　穂香 （郡山第一クラブ） 県中 学16㊴ 中1

30 北澤　椎奈 （郡山女大附属高） 県中 （推） 高3 65 松本　　華 （しらさかクラブ） 県南 中1 100 金澤　伶耶 （浅川中） 県南 中2 135 鈴木　千尋 （みやたクラブ） いわき 小強24 小6

31 高橋　海里 (福島ジュニア) 県北 中3 66 玉根　光紗 （吾妻中） 県北 学32 中3 101 坂本　千梨花 （小名浜二中） いわき 学32 中2 136 桑原　みずき （T.C赤井沢） 県北 小強29 小5

32 鈴木　梨恵 （福島高専） いわき （推） 高2 67 大和田真希 （四倉クラブ） いわき 学32 中3 102 並木　優衣 （須賀川二中） 県南 学32 中2 137 根本　実歩 （神谷クラブ） いわき 小強28 小6

33 佐藤　楓 （福島西高） 県北 （推） 高2 68 國分　綾乃 （T.C赤井沢） 県北 小強15 小6 103 帆苅　舞祐 （一箕中） 会津 （推） 中3 138 石井　愛莉 （T.C赤井沢） 県北 小強31 小4

34 小池　うた （T.C赤井沢） 県北 中2 69 鈴木　美羽 （内郷一中） いわき 中2 104 伊藤　乃愛 （赤井中） いわき 学32 中2 ※　栃木県選手は　ランキング後、

35 五十嵐ひかる （南会津高） 会津 （推） 高2 70 矢作　愛望 （内郷一中） いわき 中1 105 小野　七望 （小名浜一中） いわき 学32 中2 　　一覧表から抜きました。

【女子】　　平成２８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　平成２８年７月３日(日)　　あいづ総合体育館



　H28-2福島県小中高強化リーグ大会の結果より、下記ランキングに不必要な選手は除外し、下記の通りとする。

【男子】

下記　60位以内同士でダブルスを組む場合は　推薦とする 中学1年　上位8名は　推薦とする

1 齋藤　幸祐 （本宮卓球クラブ） 県中 中2 5 金澤　勝吾 （本宮卓球クラブ） 県中 中1
2 滝沢　侑大 （郡山第一クラブ） 県中 中2 10 原　愛生斗 （本宮卓球クラブ） 県中 中1
3 高橋　　蓮 (福島ジュニア) 県北 中2 13 岩永　宗久 （富久山卓球クラブ） 県中 中1
5 金澤　勝吾 （本宮卓球クラブ） 県中 中1 14 生江　元気 （喜多方卓球ランド） 会津 中1
6 高橋航太郎 (二本松卓研) 県北 小6 16 栁沼　利來 （本宮卓球クラブ） 県中 中1

10 原　愛生斗 （本宮卓球クラブ） 県中 中1 20 続橋　賢人 （富久山卓球クラブ） 県中 中1
12 相楽　将 （須賀川スポ少） 県南 中2 26 三瓶　英恭 （みなみクラブ） 県北 中1
13 岩永　宗久 （富久山卓球クラブ） 県中 中1
14 生江　元気 （喜多方卓球ランド） 会津 中1
16 栁沼　利來 （本宮卓球クラブ） 県中 中1
20 続橋　賢人 （富久山卓球クラブ） 県中 中1 中学2年　上位8名は　推薦とする
22 小野　草太 （みなみクラブ） 県北 中2 1 齋藤　幸祐 （本宮卓球クラブ） 県中 中2
23 高橋　　悠 (福島ジュニア) 県北 小5 2 滝沢　侑大 （郡山第一クラブ） 県中 中2
25 新田　大和 （喜多方卓球ランド） 会津 中2 3 高橋　　蓮 (福島ジュニア) 県北 中2
26 三瓶　英恭 （みなみクラブ） 県北 中1 12 相楽　将 （須賀川スポ少） 県南 中2
31 遠藤　惟織 （喜多方卓球ランド） 会津 中2 22 小野　草太 （みなみクラブ） 県北 中2
32 阿部　　凜 (二本松卓研) 県北 中2 25 新田　大和 （喜多方卓球ランド） 会津 中2
33 滝沢　倖也 （郡山第一クラブ） 県中 小5 31 遠藤　惟織 （喜多方卓球ランド） 会津 中2
34 鹿俣　　蓮 （本宮卓球クラブ） 県中 中2 32 阿部　　凜 (二本松卓研) 県北 中2
35 続橋　秀人 （富久山卓球クラブ） 県中 小5
38 木村　朱里 (平野卓球スポ少) 県北 中2
39 鹿俣　　葵 （本宮卓球クラブ） 県中 小5
42 青山　拓夢 （緑ケ丘中） 県中 中2
44 菊地　拓真 （郡山第一クラブ） 県中 中2
45 吉田　京平 （江名中） いわき 中2
46 荒井　駿斗 （浅川中） 県南 中2
50 船生　　優 （赤井中） いわき 中2
58 三浦　大希 （T.C赤井沢） 県北 中2
59 古川　魁 （富久山卓球クラブ） 県中 中2
60 景山　和真 （富久山卓球クラブ） 県中 中2

【女子】

下記　60位以内同士でダブルスを組む場合は　推薦とする 中学1年　上位8名は　推薦とする

5 深谷　和花 （富久山卓球クラブ） 県中 中1 5 深谷　和花 （富久山卓球クラブ） 県中 中1
6 本田みらい （小名浜一中） いわき 中1 6 本田みらい （小名浜一中） いわき 中1

12 髙橋　美悠 （富久山卓球クラブ） 県中 小6 14 石澤　さくら （本宮卓球クラブ） 県中 中1
13 遠藤まこと （富久山卓球クラブ） 県中 中2 19 安齋妃南子 (二本松卓研) 県北 中1
14 石澤　さくら （本宮卓球クラブ） 県中 中1 44 松本　　華 （しらさかクラブ） 県南 中1
15 小池　和妃 (Quest D) 県北 中2 49 矢作　愛望 （内郷一中） いわき 中1
16 熊田　朋華 （個人） いわき 小6 50 大吉真奈加 （しらさかクラブ） 県南 中1
19 安齋妃南子 (二本松卓研) 県北 中1
20 熊田　侑莉 （内郷一中） いわき 中2
21 小西　真優 （小名浜一中） いわき 中2
23 満山　梨佳 （四倉クラブ） いわき 中2 中学2年　上位8名は　推薦とする
26 小池　うた （T.C赤井沢） 県北 中2 13 遠藤まこと （富久山卓球クラブ） 県中 中2
27 安原　亜由 （ジャド卓球クラブ） 県北 中2 15 小池　和妃 (Quest D) 県北 中2
29 喬橋　史佳 （しらさかクラブ） 県南 小6 20 熊田　侑莉 （内郷一中） いわき 中2
30 原　　夢璃 （本宮卓球クラブ） 県中 小5 21 小西　真優 （小名浜一中） いわき 中2
32 伊藤今日香 （富久山卓球クラブ） 県中 小6 23 満山　梨佳 （四倉クラブ） いわき 中2
36 原田　優衣 （喜多方卓球ランド） 会津 小4 26 小池　うた （T.C赤井沢） 県北 中2
37 佐藤　有沙 （喜多方卓球ランド） 会津 中2 27 安原　亜由 （ジャド卓球クラブ） 県北 中2
40 兼谷　彩音 （本宮卓球クラブ） 県中 小5 37 佐藤　有沙 （喜多方卓球ランド） 会津 中2
41 喬橋　飛香 （しらさかクラブ） 県南 中2
43 安達　玲佳 （T.C赤井沢） 県北 中2
44 松本　　華 （しらさかクラブ） 県南 中1
47 國分　綾乃 （T.C赤井沢） 県北 小6
48 鈴木　美羽 （内郷一中） いわき 中2
49 矢作　愛望 （内郷一中） いわき 中1
50 大吉真奈加 （しらさかクラブ） 県南 中1
53 鈴木　聖菜 （向陽中） 相双 中2
54 深谷菜々美 （富久山卓球クラブ） 県中 小4
56 遠藤　穂花 （ジャド卓球クラブ） 県北 中2
58 千葉　珠音 （郡山第一クラブ） 県中 小5

H28年度福島県卓球選手権大会　カデットの部　推薦選手について



平成２８年度福島県小中高 校生卓球競技選抜強化リーグ大会日程一覧

平成28年4月1日 現在 会場は　4月1日現在での最終決定します。

回 実施日 曜日 当確 会　　場 主管支部 要綱送付 申込締切 各地区締切 選　　考　　会　(予定）

1 4月9日 （土） 決定 郡山総合体育館 県中 3月7日 3月20日 3月16日
中学生(12名)の栃木県交流会（6/25（土）：栃木県県北体育館）の選考,
6/26(日)茨城県中学生交流　選手選考会を兼ねる

2 7月3日 （日） 決定 あいづ総合体育館 会津 5月24日 6月13日 6月9日

3 8月27日 （土） 決定 いわき市立総合体育館 いわき 7月18日 8月7日 8月3日

4 11月5日 （土） 決定 南相馬市スポーツセンター 相双 9月26日 10月16日 10月12日 東北中学強化交流選考（参考）、各種合宿等の選手選考（参考）

5 1月14日 （土） 決定 須賀川アリーナ 県南 12月5日 12月25日 12月21日

6 3月4日 （土） 決定 二本松市城山総合体育館　6時まで 県北 1月23日 2月12日 2月8日 各種合宿等の選手選考（参考）

※3月1日が県立高校の卒業式に当たるため、小学生強化リーグ日程と交換しました。

平成２８年度福島県小学生 強化リーグ大会日程一覧

平成28年4月1日 現在 会場は　4月1日現在での最終決定します。

回 実施日 曜日 当確 会　　場 主管支部 要綱送付 申込締切 各地区締切 選　　考　　会　(予定）

1 7月2日 （土） 決定 あいづ総合体育館 会津 5月28日 6月17日 6月13日 上位20位までが29年度第一回までの福島県小中高強化リーグに参加できる

2 9月4日 （日） 決定 須賀川アリーナ 県南 7月31日 8月20日 8月16日 上位20位までが29年度第1回までの福島県小中高強化リーグに参加できる

3 11月6日 （日） 決定 本宮市総合体育館 県北 9月27日 10月17日 10月13日 上位20位までが29年度第1回までの福島県小中高強化リーグに参加できる

4 1月7日 （土） 決定 本宮市総合体育館 県中 11月28日 12月18日 12月14日 上位20位までが29年度第1回までの福島県小中高強化リーグに参加できる

5 2月25日 （土） 決定 いわき市立総合体育館 いわき 1月16日 2月5日 2月1日
東アジアホープス予選大会の選考（小学5年生以下から各2名）
上位20位までが29年度第1回までの福島県小中高強化リーグに参加できる

※　今年度から小学生強化リーグは　年5回とし、5月開催時期に　福島県小学生学年別卓球大会（5月8日（日）猪苗代町総合体育館）を　開催する


