
日 時 ： 令和元年８月３１日（土） 主 催 ： 福島県卓球協会

会 場 ： 本宮市総合体育館 主 管 ： 福島県卓球協会 県北支部

参加者数 男子： 126名 女子： 104名 合計： 230名
1 2 3

男 子

１組 滝沢 倖也 郡山第一卓球クラブ 高橋 悠 福島ジュニア卓球クラブ 續橋 秀人 富久山卓球クラブ

２組 森 瑛大 福島成蹊高 船生 岳冬 いわき卓球 志賀 亘佑 みなみクラブ

３組 猪狩 葵 富久山卓球クラブ 岩永 尭久 富久山卓球クラブ 上遠野将輝 錦中

４組 古川政二郎 いわき海星高 三浦 秀慶 いわき海星高 木村 朱里 福島西高

５組 佐藤 央洋 富久山卓球クラブ 齋藤 忠宏 みなみクラブ 石澤 和磨 本宮卓球クラブ

６組 江尻 賢史 中央台南中 金澤 駿 塙中 片吉 章 本宮卓球クラブ

７組 山田 翔太 浅川中 渡邊 晴人 錦中 余西恵太朗 白河中央中

８組 佐藤 悠河 みなみクラブ 吉成 知紘 守山中 飯杉 智矢 向陽中

９組 本多 大和 本宮卓球クラブ 渡部 颯太 喜多方卓球ランド 蛭田南央斗 鮫川中

１０組 金田 一穂 チームA.T.C 本田 弘 船引中 安斎 倖 本宮卓球クラブ

１１組 西山 歩希 いわき卓球 小野 優成 チームA.T.C 松本 倫和 勿来卓球クラブ

１２組 鈴木空羽琉 城北ＴＴＣ 小関 晶弘 喜多方卓球ランド 松本 昂明 郡山六中

１３組 佐久間大和 浅川中 細川 陽翔 ジャド卓球クラブ 遠藤 羽 喜多方卓球ランド

１４組 安部勇之介 須賀川一中 上遠野凌介 植田中 伊藤 遥夢 ＮＴＳ

１５組 池田 悠真 郡山第一卓球クラブ 岡部 佑音 須賀川第二 山野辺晃大 平一中

１６組 菅野 真矢 チームA.T.C 菅藤 颯太 ジャド卓球クラブ 深谷 莉玖 あゆりジュニア

１７組 加藤 一樹 尚英中 櫻井 豹真 みなみクラブ 立花 克磨 楢葉中

１８組 星 瑛介 ジャド卓球クラブ 大関 真華 一箕中 伊藤 魁星 富久山卓球クラブ

女 子

１組 小西 真優 いわき卓球 髙橋 美悠 富久山卓球クラブ 兼谷 彩音 本宮卓球クラブ

２組 山内 愛永 富久山卓球クラブ 原 夢璃 桜の聖母学院中 深谷菜々美 富久山卓球クラブ

３組 伊藤 乃愛 磐城一高 佐藤 心美 富久山卓球クラブ 谷内美桜々 赤井中

４組 渡邊 美月 いわき卓球 桑原みずき T.C赤井沢 荒井 涼音 浅川中

５組 小林あおい 草野中 緑川 綾音 中島中 大石 舞花 喜多方卓球ランド

６組 皆川 智香 小名浜二中 石井 愛莉 T.C赤井沢 大内 春香 T.C赤井沢

７組 星 玲那 ジャド卓球クラブ 熊耳 由羽 中島中 古川 怜娃 富久山卓球クラブ

８組 皆川 遥香 小名浜二中 苅宿 結衣 富久山卓球クラブ 佐藤 優奈 いわき卓球

９組 岡田 蒼衣 いわき卓球 根本 真愛 小名浜二中 細川芹里菜 ジャド卓球クラブ

１０組 秋元 愛美 富久山卓球クラブ 小檜山芽生 喜多方卓球ランド 但野 絢弥 BRAVE☆STAR

１１組 齋藤 ルイ 勿来卓球クラブ 倉富 唯 小名浜一中 小林 莉乃 桜の聖母学院中

１２組 草野 凜音 平三中 小室 咲香 県北中 佐藤 なな あゆりジュニア

１３組 片平 千尋 桜の聖母学院中 花井 友愛 ジャド卓球クラブ 草野 伶奈 向陽中

１４組 見城 柚妃 いわき卓球 髙橋 和花 福大付属中 川﨑 心美 富久山卓球クラブ

２位 ３位
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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 滝沢 倖也 郡山第一卓球クラブ 県中 中2 6 0 1位 男子 1 山田 翔太 浅川中 県南 学8 中2 3 2 1位 男子 1 佐久間大和 浅川中 県南 学16 中2 5 1 1位

1組 2 高橋 悠 福島ジュニア卓球クラブ 県北 中2 5 1 2位 7組 2 渡邊 晴人 錦中 いわき 学３ 中3 3 2 2位 13組 2 細川 陽翔 ジャド卓球クラブ 県北 （推） 中2 5 1 2位

18コート 3 續橋 秀人 富久山卓球クラブ 県中 中2 4 2 3位 1コート 3 余西恵太朗 白河中央中 県南 学32 中3 3 2 3位 7コート 3 遠藤 羽 喜多方卓球ランド 会津 （推） 中2 3 3 3位

責任者 4 佐久山祐人 いわき海星高 いわき 総32 高1 3 3 4位 責任者 4 遠藤 龍太 いわき卓球 いわき 小15 小6 3 2 4位 責任者 4 村椿 凌 喜多方卓球ランド 会津 小5 3 3 4位

5 鈴木 紳晃 いわき海星高 いわき 新32 高2 2 4 5位 ↓確算 5 橋矢田悠人 ジャド卓球クラブ 県北 学32 中2 3 2 5位 ↓確算 5 石川 夢都 チームA.T.C 県北 小13 小6 3 3 5位

6 瀨戸奏治郎 福島成蹊高 県北 総32 高2 1 5 6位 15 6 片吉 勇 本宮卓球クラブ 県中 小6 0 5 6位 21 6 金田 篤典 富久山卓球クラブ 県中 小 小5 1 5 6位

7 伊藤 翔太 いわき卓球 いわき 中1 0 6 7位 20 7 湯田 依吹 Mac's 会津 カ32 中3 0 5 7位 21 7 上遠野寛門 内郷一中 いわき （推） 中2 1 5 7位

8 8 8

男子 1 森 瑛大 福島成蹊高 県北 新32 高2 6 0 1位 男子 1 佐藤 悠河 みなみクラブ 県北 （推） 中3 6 0 1位 男子 1 安部勇之介 須賀川一中 県南 学32 中2 5 1 1位

2組 2 船生 岳冬 いわき卓球 いわき 中1 4 2 2位 8組 2 吉成 知紘 守山中 県中 カ８ 中3 5 1 2位 14組 2 上遠野凌介 植田中 いわき 学32 中2 5 1 2位

17コート 3 志賀 亘佑 みなみクラブ 県北 学3 中1 4 2 3位 2コート 3 飯杉 智矢 向陽中 相双 学16 中3 4 2 3位 8コート 3 伊藤 遥夢 ＮＴＳ いわき （推） 中2 4 2 3位

責任者 4 霜山 優希 橘高 県北 IH32 高2 3 3 4位 責任者 4 五十嵐 心 喜多方卓球ランド 会津 小6 3 3 4位 責任者 4 黒澤 颯太 みなみクラブ 県北 学16 中2 4 2 4位

5 加藤 大馳 みなみクラブ 県北 学８ 中2 3 3 5位 ↓確算 5 根本 仁太 郡山第一卓球クラブ 県中 中3 2 4 5位 ↓確算 5 荒川 知哉 泉中 いわき 学32 中2 2 4 5位

6 大島 詩音 福島高 県北 総32 高2 1 5 6位 21 6 佐々木 悠 富久山卓球クラブ 県中 小6 1 5 6位 21 6 石井 結翔 郡山六中 県中 学32 中2 1 5 6位

7 本田 一成 T.C赤井沢 県北 中8 中3 0 6 7位 21 7 大山 元気 Mac's 会津 中16 中3 0 6 7位 21 7 羽田 暖季 ジャド卓球クラブ 県北 学32 中2 0 6 7位

8 8 8

男子 1 猪狩 葵 富久山卓球クラブ 県中 中3 6 0 1位 男子 1 本多 大和 本宮卓球クラブ 県中 小5 6 0 1位 男子 1 池田 悠真 郡山第一卓球クラブ 県中 小6 5 1 1位

3組 2 岩永 尭久 富久山卓球クラブ 県中 中1 4 2 2位 9組 2 渡部 颯太 喜多方卓球ランド 会津 中3 4 2 2位 15組 2 岡部 佑音 須賀川第二 県南 学32 中2 5 1 2位

16コート 3 上遠野将輝 錦中 いわき 学5 中3 3 3 3位 3コート 3 蛭田南央斗 鮫川中 県南 学32 中3 3 3 3位 9コート 3 山野辺晃大 平一中 いわき カ32 中2 4 2 3位

責任者 4 小池 開 みなみクラブ 県北 学８ 中1 3 3 4位 責任者 4 遠藤 州琢 錦中 いわき 学16 中1 3 3 4位 責任者 4 平栗 駿太 富久山卓球クラブ 県中 （推） 中2 4 2 4位

↓確算 5 安原 成 ジャド卓球クラブ 県北 学16 中3 2 4 5位 ↓確算 5 三川 春瑠 郡山六中 県中 学16 中2 3 3 5位 ↓確算 5 馬場 涼太 郡山五中 県中 学32 中2 2 4 5位
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↓確算 5 安原 成 ジャド卓球クラブ 県北 学16 中3 2 4 5位 ↓確算 5 三川 春瑠 郡山六中 県中 学16 中2 3 3 5位 ↓確算 5 馬場 涼太 郡山五中 県中 学32 中2 2 4 5位

21 6 保住 昊 T.C赤井沢 県北 学8 中2 2 4 6位 21 6 鶴槇 駿将 五箇中 県南 学32 中3 2 4 6位 21 6 田辺 翼 猪苗代卓球クラブ 会津 学32 中2 1 5 6位

21 7 遠藤 瑶大 錦中 いわき 学5 中3 1 5 7位 21 7 高橋 陸太 みなみクラブ 県北 （推） 中3 0 6 7位 21 7 丸子 広 本宮卓球クラブ 県中 小6 0 6 7位

8 8 8

男子 1 古川政二郎 いわき海星高 いわき （推） 高2 5 1 1位 男子 1 金田 一穂 チームA.T.C 県北 (推） 中3 5 1 1位 男子 1 菅野 真矢 チームA.T.C 県北 小17 小6 6 0 1位

4組 2 三浦 秀慶 いわき海星高 いわき （推） 高2 5 1 2位 10組 2 本田 弘 船引中 県中 学32 中3 4 2 2位 16組 2 菅藤 颯太 ジャド卓球クラブ 県北 （推） 中1 5 1 2位

15コート 3 木村 朱里 福島西高 県北 （推） 高2 4 2 3位 4コート 3 安斎 倖 本宮卓球クラブ 県中 中2 3 3 3位 10コート 3 深谷 莉玖 あゆりジュニア 県南 小17 小6 4 2 3位

責任者 4 安達 楓真 磐城桜ヶ丘高 いわき （推） 高2 3 3 4位 責任者 4 小松 雅英 磐崎中 いわき 学16 中1 3 3 4位 責任者 4 吉田 怜生 一箕中 会津 （推） 中2 3 3 4位

↓確算 5 齋藤 大輝 福島成蹊高 県北 （推） 高1 3 3 5位 ↓確算 5 今泉 来偉 守山中 県中 カ16 中2 3 3 5位 ↓確算 5 木田 優也 泉中 いわき （推） 中2 1 5 5位

21 6 高橋 和 橘高 県北 （推） 高2 1 5 6位 21 6 林 虎我 尚英中 相双 学32 中3 2 4 6位 21 6 夏井 将吾 喜多方卓球ランド 会津 カ３２ 中2 1 5 6位

21 7 斎藤 巧 福島高 県北 （推） 高1 0 6 7位 21 7 中野西充輝 塙中 県南 中32 中3 1 5 7位 21 7 八取 大吉 泉中 いわき 学32 中2 1 5 7位

8 8 8

男子 1 佐藤 央洋 富久山卓球クラブ 県中 中1 6 0 1位 男子 1 西山 歩希 いわき卓球 いわき 小20 中1 5 1 1位 男子 1 加藤 一樹 尚英中 相双 （推） 中2 6 0 1位

5組 2 齋藤 忠宏 みなみクラブ 県北 学16 中2 5 1 2位 11組 2 小野 優成 チームA.T.C 県北 学16 中1 5 1 2位 17組 2 櫻井 豹真 みなみクラブ 県北 学16 中1 5 1 2位

14コート 3 石澤 和磨 本宮卓球クラブ 県中 中2 4 2 3位 5コート 3 松本 倫和 勿来卓球クラブ いわき 小16 小6 4 2 3位 11コート 3 立花 克磨 楢葉中 相双 （推） 中2 3 3 3位

責任者 4 阿部 将和 橘高 県北 （推） 高1 3 3 4位 責任者 4 鈴木 翔伊 錦中 いわき 学16 中1 3 3 4位 責任者 4 本間 此雄 一箕中 会津 （推） 中2 2 4 4位

↓確算 5 兼谷 遥斗 本宮卓球クラブ 県中 小5 2 4 5位 ↓確算 5 菅野 大智 チームA.T.C 県北 学32 中2 3 3 5位 ↓確算 5 金田 雅睦 富久山卓球クラブ 県中 学16 中1 2 4 5位

21 6 酒井 風樹 本宮卓球クラブ 県中 中3 1 5 6位 21 6 物江 秀弥 植田中 いわき カ32 中2 1 5 6位 21 6 小田島 奏斗 本宮卓球クラブ 県中 （推） 中2 2 4 6位

28 7 星 拓真 本宮卓球クラブ 県中 （推） 中2 0 6 7位 21 7 熊耳 陽希 平三中 いわき （推） 中3 0 6 7位 21 7 小林 遙真 ジャド卓球クラブ 県北 （推） 中2 1 5 7位

8 三瓶 英恭 福島高 県北 （推） 高1 0 7 8位 8 8

男子 1 江尻 賢史 中央台南中 いわき 中16 中3 5 1 1位 男子 1 鈴木空羽琉 城北ＴＴＣ 会津 小6 6 1 1位 男子 1 星 瑛介 ジャド卓球クラブ 県北 （推） 中1 6 0 1位

6組 2 金澤 駿 塙中 県南 学16 中3 4 2 2位 12組 2 小関 晶弘 喜多方卓球ランド 会津 中2 5 2 2位 18組 2 大関 真華 一箕中 会津 （推） 中2 3 3 2位

13コート 3 片吉 章 本宮卓球クラブ 県中 中2 4 2 3位 6コート 3 松本 昂明 郡山六中 県中 （推） 中2 5 2 3位 12コート 3 伊藤 魁星 富久山卓球クラブ 県中 小20 小4 3 3 3位

責任者 4 本多 泰知 本宮卓球クラブ 県中 中2 3 3 4位 責任者 4 遠藤 駿 郡山六中 県中 学32 中2 4 3 4位 責任者 4 石井 陽晴 ジャド卓球クラブ 県北 （推） 中1 3 3 4位責任者 4 本多 泰知 本宮卓球クラブ 県中 中2 3 3 4位 責任者 4 遠藤 駿 郡山六中 県中 学32 中2 4 3 4位 責任者 4 石井 陽晴 ジャド卓球クラブ 県北 （推） 中1 3 3 4位

↓確算 5 若松龍志郎 富久山卓球クラブ 県中 中1 3 3 5位 ↓確算 5 宇佐見伸太朗 平三中 いわき （推） 中3 3 4 5位 ↓確算 5 瀬田 将生 喜多方卓球ランド 会津 小15 小5 3 3 5位

21 6 畠 悠悟 本宮卓球クラブ 県中 中1 1 5 6位 28 6 平栗 謙太 富久山卓球クラブ 県中 中2 3 4 6位 21 6 遠藤 航輝 みなみクラブ 県北 （推） 中1 2 4 6位

21 7 中島 琉偉 みなみクラブ 県北 （推） 中3 1 5 7位 28 7 保住 青哉 T.C赤井沢 県北 小5 小6 2 5 7位 21 7 石井 湧也 本宮卓球クラブ 県中 （推） 中2 1 5 7位

8 8 遠藤 匠梧 小名浜一中 いわき 学16 中1 0 7 8位 8



赤字は棄権

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 小西 真優 いわき卓球 いわき Ｊ16 高2 5 0 1位 女子 1 皆川 智香 小名浜二中 いわき 学８ 中1 6 1 1位 女子 1 齋藤 ルイ 勿来卓球クラブ いわき 小20 小5 5 1 1位

1組 2 髙橋 美悠 富久山卓球クラブ 県中 総8 中3 4 1 2位 6組 2 石井 愛莉 T.C赤井沢 県北 学4 中1 5 2 2位 11組 2 倉富 唯 小名浜一中 いわき 学16 中1 5 1 2位

19-20 3 兼谷 彩音 本宮卓球クラブ 県中 中2 2 3 3位 27-26 3 大内 春香 T.C赤井沢 県北 学8 中1 5 2 3位 33コート 3 小林 莉乃 桜の聖母学院中 県北 学16 中1 3 3 3位

責任者 4 坂本千梨花 磐城一高 いわき Jr16 高2 2 3 4位 責任者 4 苅宿 千穂 富久山卓球クラブ 県中 中3 5 2 4位 責任者 4 鈴木 美咲 T.C赤井沢 県北 小14 小6 3 3 4位

↓確算 5 伊藤今日香 富久山卓球クラブ 県中 総8 中3 2 3 5位 ↓確算 5 米田 帆華 富久山卓球クラブ 県中 小6 4 3 5位 ↓確算 5 佐川 紗彩 勿来二中 いわき （推） 中2 2 4 5位

15 6 遠藤 穂花 橘高 県北 IH16 高2 0 5 6位 28 6 齋藤 花 みなみクラブ 県北 学16 中2 2 5 6位 21 6 但野 紗弥 BRAVE☆STAR 相双 （推） 中1 2 4 6位

29 7 伊東みらい 磐城一高 いわき 総4 高1 0 7 7位 28 7 小檜山結菜 喜多方卓球ランド 会津 カ32 小6 1 6 7位 21 7 穐田 心桜 勿来一中 いわき （推） 中2 1 5 7位

8 鈴木美夢奈 金谷卓球クラブ いわき 学3 中3 0 7 8位 8 真壁 美澪 緑ケ丘中 県中 学8 中2 0 7 8位 8

女子 1 山内 愛永 富久山卓球クラブ 県中 小6 7 0 1位 女子 1 星 玲那 ジャド卓球クラブ 県北 学8 中1 6 0 1位 女子 1 草野 凜音 平三中 いわき 新16 中1 6 0 1位

2組 2 原 夢璃 桜の聖母学院中 県北 中16 中2 5 2 2位 7組 2 熊耳 由羽 中島中 県南 学32 中3 4 2 2位 12組 2 小室 咲香 県北中 県北 学32 中2 4 2 2位

21-20 3 深谷菜々美 富久山卓球クラブ 県中 中1 5 2 3位 28-29 3 古川 怜娃 富久山卓球クラブ 県中 中2 4 2 3位 34コート 3 佐藤 なな あゆりジュニア 県南 学32 中2 4 2 3位

責任者 4 宗像 真桜 富久山卓球クラブ 県中 小6 4 3 4位 責任者 4 杉 栞名 T.C赤井沢 県北 学16 中2 4 2 4位 責任者 4 小菅 ねね 喜多方卓球ランド 会津 （推） 小5 3 3 4位

↓確算 5 山口佳央子 富久山卓球クラブ 県中 中2 3 4 5位 ↓確算 5 古川 梨紗 富久山卓球クラブ 県中 小5 2 4 5位 ↓確算 5 渡邊 萌花 赤井中 いわき （推） 中2 2 4 5位

28 6 木村 有亜 平野中 県北 中3 2 5 6位 21 6 佐藤 虹羽 白河中央中 県南 学32 中3 1 5 6位 21 6 小熊 法恵 一箕中 会津 （推） 中2 2 4 6位

28 7 上遠野真穂 磐城一高 いわき 総32 高1 1 6 7位 21 7 横山 美優 福大付属中 県北 学16 中1 0 6 7位 21 7 海老原和奏 西袋中 県南 学32 中2 0 6 7位

8 久保菜々美 小名浜二中 いわき 学１ 中1 1 6 8位 8 8

女子 1 伊藤 乃愛 磐城一高 いわき IH32 高2 7 0 1位 女子 1 皆川 遥香 小名浜二中 いわき 学16 中2 5 1 1位 女子 1 片平 千尋 桜の聖母学院中 県北 （推） 中1 6 0 1位

3組 2 佐藤 心美 富久山卓球クラブ 県中 中2 6 1 2位 8組 2 苅宿 結衣 富久山卓球クラブ 県中 小4 5 1 2位 13組 2 花井 友愛 ジャド卓球クラブ 県北 学16 中1 5 1 2位

2019年度第３回福島県小中高校生卓球競技選抜強化リーグ大会 （女子） ２０１９年８月３１日(土) 本宮市総合体育館
青字は棄権の代わりに追加

3組 2 佐藤 心美 富久山卓球クラブ 県中 中2 6 1 2位 8組 2 苅宿 結衣 富久山卓球クラブ 県中 小4 5 1 2位 13組 2 花井 友愛 ジャド卓球クラブ 県北 学16 中1 5 1 2位

22-23 3 谷内美桜々 赤井中 いわき 学16 中3 5 2 3位 30-29 3 佐藤 優奈 いわき卓球 いわき カ32 小5 3 3 3位 35コート 3 草野 伶奈 向陽中 相双 （推） 中2 3 3 3位

責任者 4 千葉 珠音 郡山第一クラブ 県中 学8 中2 3 4 4位 責任者 4 猪狩 夏樹 向陽中 相双 学32 中2 3 3 4位 責任者 4 遠藤 百桜 久之浜中 いわき （推） 中2 3 3 4位

↓確算 5 塩坪 心音 小名浜二中 いわき 学８ 中1 2 5 5位 ↓確算 5 小磯陽菜乃 中島中 県南 学32 中3 2 4 5位 ↓確算 5 岩田麻由子 一箕中 会津 （推） 中2 2 4 6位

28 6 佐藤 里楠 富久山卓球クラブ 県中 小5 2 5 6位 21 6 福田 紗也 郡山第一クラブ 県中 小17 小4 2 4 6位 21 6 安斎 萌 本宮卓球クラブ 県中 （推） 小4 2 4 6位

28 7 岡田 紗季 小名浜二中 いわき 学16 中2 2 5 7位 21 7 桃井亜里紗 梁川中 県北 中3 1 5 7位 21 7 鴻野 陽菜 一箕中 会津 （推） 中2 0 6 7位

8 滝 若菜 磐城桜ヶ丘高 いわき IH32 高1 1 6 8位 8 8

女子 1 渡邊 美月 いわき卓球 いわき 小13 小6 7 0 1位 女子 1 岡田 蒼衣 いわき卓球 いわき 小20 小6 6 0 1位 女子 1 見城 柚妃 いわき卓球 いわき 小16 小4 6 0 1位

4組 2 桑原みずき T.C赤井沢 県北 学8 中2 6 1 2位 9組 2 根本 真愛 小名浜二中 いわき 学16 中2 4 2 2位 14組 2 髙橋 和花 福大付属中 県北 学16 中1 4 2 2位

24-23 3 荒井 涼音 浅川中 県南 学8 中3 5 2 3位 31コート 3 細川芹里菜 ジャド卓球クラブ 県北 学32 中2 4 2 3位 36コート 3 川﨑 心美 富久山卓球クラブ 県中 小19 小5 4 2 3位

責任者 4 中村 美紅 しらさかクラブ 県南 カ８ 小6 4 3 4位 責任者 4 植野 星羽 二本松二中 県北 学16 中2 3 3 4位 責任者 4 長谷川賀子 一箕中 会津 （推） 中2 3 3 4位

↓確算 5 芳賀 柚音 磐城一高 いわき （推） 高1 3 4 5位 ↓確算 5 佐々木華奈 久之浜中 いわき 学16 中2 2 4 5位 ↓確算 5 松崎 夢 いわき卓球 いわき 小20 小6 3 3 5位

28 6 齋藤 優華 福島成蹊高 県北 （推） 高1 2 5 6位 21 6 尾形優月花 入遠野中 いわき 学32 中2 1 5 6位 21 6 佐藤 有紗 一箕中 会津 （推） 中2 1 5 6位

28 7 齋藤 優奈 福島成蹊高 県北 （推） 高2 1 6 7位 21 7 桃井万里亜 梁川中 県北 （推） 中3 1 5 7位 21 7 鍵谷 優妃 本宮卓球クラブ 県中 (推） 小4 0 6 7位

8 坂本 早紀 橘高 県北 （推） 高2 0 7 8位 8 8

女子 1 小林あおい 草野中 いわき 中32 中3 6 1 1位 女子 1 秋元 愛美 富久山卓球クラブ 県中 小16 小5 6 0 1位 女子 1

5組 2 緑川 綾音 中島中 県南 学16 中3 6 1 2位 10組 2 小檜山芽生 喜多方卓球ランド 会津 小4 5 1 2位 2

25-26 3 大石 舞花 喜多方卓球ランド 会津 小6 4 3 3位 32コート 3 但野 絢弥 BRAVE☆STAR 相双 学16 中1 4 2 3位 3

責任者 4 矢作 愛望 磐城一高 いわき （推） 高1 4 3 4位 責任者 4 志賀 愛璃 小名浜一中 いわき 学32 中2 3 3 4位 責任者 4

↓確算 5 栁沼 夏帆 本宮卓球クラブ 県中 小5 3 4 5位 ↓確算 5 生江 未来 喜多方卓球ランド 会津 小18 小5 1 5 5位 ↓確算 5

28 6 髙橋 美帆 福島成蹊高 県北 （推） 高1 3 4 6位 21 6 鈴木 咲藍 勿来一中 いわき 学16 中2 1 5 6位 0 6

28 7 寺戸 七美 福島西高 県北 （推） 高2 2 5 7位 21 7 平野 楓果 白河中央中 県南 学32 中2 1 5 7位 0 7

8 佐藤 琴美 福島成蹊高 県北 （推） 高2 0 7 8位 8 8



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 滝沢 倖也 郡山第一卓球クラブ 県中 中2 31 山田 翔太 浅川中 県南 学8 中2 61 松本 倫和 勿来卓球クラブ いわき 小16 小6 91 荒川 知哉 泉中 いわき 学32 中2

2 高橋 悠 福島ジュニア卓球クラブ 県北 中2 32 渡邊 晴人 錦中 いわき 学３ 中3 62 今泉 来偉 守山中 県中 カ16 中2 92 石井 結翔 郡山六中 県中 学32 中2

3 續橋 秀人 富久山卓球クラブ 県中 中2 33 余西恵太朗 白河中央中 県南 学32 中3 63 林 虎我 尚英中 相双 学32 中3 93 羽田 暖季 ジャド卓球クラブ 県北 学32 中2

4 森 瑛大 福島成蹊高 県北 新32 高2 34 若松龍志郎 富久山卓球クラブ 県中 中1 64 中野西充輝 塙中 県南 中32 中3 94 菅野 真矢 チームA.T.C 県北 小17 小6

5 佐久山祐人 いわき海星高 いわき 総32 高1 35 畠 悠悟 本宮卓球クラブ 県中 中1 65 鈴木 翔伊 錦中 いわき 学16 中1 95 平栗 駿太 富久山卓球クラブ 県中 （推） 中2

6 船生 岳冬 いわき卓球 いわき 中1 36 中島 琉偉 みなみクラブ 県北 （推） 中3 66 鈴木空羽琉 城北ＴＴＣ 会津 小6 96 菅藤 颯太 ジャド卓球クラブ 県北 （推） 中1

7 志賀 亘佑 みなみクラブ 県北 学3 中1 37 佐藤 悠河 みなみクラブ 県北 （推） 中3 67 小関 晶弘 喜多方卓球ランド 会津 中2 97 深谷 莉玖 あゆりジュニア 県南 小17 小6

8 鈴木 紳晃 いわき海星高 いわき 新32 高2 38 遠藤 龍太 いわき卓球 いわき 小15 小6 68 松本 昂明 郡山六中 県中 （推） 中2 98 馬場 涼太 郡山五中 県中 学32 中2

9 瀨戸奏治郎 福島成蹊高 県北 総32 高2 39 吉成 知紘 守山中 県中 カ８ 中3 69 菅野 大智 チームA.T.C 県北 学32 中2 99 田辺 翼 猪苗代卓球クラブ 会津 学32 中2

10 伊藤 翔太 いわき卓球 いわき 中1 40 飯杉 智矢 向陽中 相双 学16 中3 70 物江 秀弥 植田中 いわき カ32 中2 100 丸子 広 本宮卓球クラブ 県中 小6

11 霜山 優希 橘高 県北 IH32 高2 41 橋矢田悠人 ジャド卓球クラブ 県北 学32 中2 71 熊耳 陽希 平三中 いわき （推） 中3 101 加藤 一樹 尚英中 相双 （推） 中2

12 猪狩 葵 富久山卓球クラブ 県中 中3 42 片吉 勇 本宮卓球クラブ 県中 小6 72 遠藤 駿 郡山六中 県中 学32 中2 102 吉田 怜生 一箕中 会津 （推） 中2

13 岩永 尭久 富久山卓球クラブ 県中 中1 43 湯田 依吹 Mac's 会津 カ32 中3 73 宇佐見伸太朗 平三中 いわき （推） 中3 103 櫻井 豹真 みなみクラブ 県北 学16 中1

14 上遠野将輝 錦中 いわき 学5 中3 44 本多 大和 本宮卓球クラブ 県中 小5 74 佐久間大和 浅川中 県南 学16 中2 104 立花 克磨 楢葉中 相双 （推） 中2

205 加藤 大馳 みなみクラブ 県北 学８ 中2 45 五十嵐 心 喜多方卓球ランド 会津 小6 75 細川 陽翔 ジャド卓球クラブ 県北 （推） 中2 105 木田 優也 泉中 いわき （推） 中2

206 大島 詩音 福島高 県北 総32 高2 46 渡部 颯太 喜多方卓球ランド 会津 中3 76 遠藤 羽 喜多方卓球ランド 会津 （推） 中2 106 夏井 将吾 喜多方卓球ランド 会津 カ３２ 中2

207 本田 一成 T.C赤井沢 県北 中8 中3 47 蛭田南央斗 鮫川中 県南 学32 中3 77 平栗 謙太 富久山卓球クラブ 県中 中2 107 八取 大吉 泉中 いわき 学32 中2

18 佐藤 央洋 富久山卓球クラブ 県中 中1 48 根本 仁太 郡山第一卓球クラブ 県中 中3 78 保住 青哉 T.C赤井沢 県北 小5 小6 108 星 瑛介 ジャド卓球クラブ 県北 （推） 中1

19 小池 開 みなみクラブ 県北 学８ 中1 49 佐々木 悠 富久山卓球クラブ 県中 小6 79 遠藤 匠梧 小名浜一中 いわき 学16 中1 109 本間 此雄 一箕中 会津 （推） 中2

20 齋藤 忠宏 みなみクラブ 県北 学16 中2 50 大山 元気 Mac's 会津 中16 中3 80 村椿 凌 喜多方卓球ランド 会津 小5 110 大関 真華 一箕中 会津 （推） 中2

21 石澤 和磨 本宮卓球クラブ 県中 中2 51 遠藤 州琢 錦中 いわき 学16 中1 81 安部勇之介 須賀川一中 県南 学32 中2 111 伊藤 魁星 富久山卓球クラブ 県中 小20 小4

22 安原 成 ジャド卓球クラブ 県北 学16 中3 52 金田 一穂 チームA.T.C 県北 (推） 中3 82 上遠野凌介 植田中 いわき 学32 中2 112 金田 雅睦 富久山卓球クラブ 県中 学16 中1

23 保住 昊 T.C赤井沢 県北 学8 中2 53 本田 弘 船引中 県中 学32 中3 83 伊藤 遥夢 ＮＴＳ いわき （推） 中2 113 小田島 奏斗 本宮卓球クラブ 県中 （推） 中2

24 遠藤 瑶大 錦中 いわき 学5 中3 54 安斎 倖 本宮卓球クラブ 県中 中2 84 石川 夢都 チームA.T.C 県北 小13 小6 114 小林 遙真 ジャド卓球クラブ 県北 （推） 中2

25 兼谷 遥斗 本宮卓球クラブ 県中 小5 55 三川 春瑠 郡山六中 県中 学16 中2 85 金田 篤典 富久山卓球クラブ 県中 小 小5 115 石井 陽晴 ジャド卓球クラブ 県北 （推） 中1

26 江尻 賢史 中央台南中 いわき 中16 中3 56 鶴槇 駿将 五箇中 県南 学32 中3 86 上遠野寛門 内郷一中 いわき （推） 中2 116 瀬田 将生 喜多方卓球ランド 会津 小15 小5

27 金澤 駿 塙中 県南 学16 中3 57 高橋 陸太 みなみクラブ 県北 （推） 中3 87 黒澤 颯太 みなみクラブ 県北 学16 中2 117 遠藤 航輝 みなみクラブ 県北 （推） 中1

28 片吉 章 本宮卓球クラブ 県中 中2 58 小松 雅英 磐崎中 いわき 学16 中1 88 池田 悠真 郡山第一卓球クラブ 県中 小6 118 石井 湧也 本宮卓球クラブ 県中 （推） 中2

29 酒井 風樹 本宮卓球クラブ 県中 中3 59 西山 歩希 いわき卓球 いわき 小20 中1 89 岡部 佑音 須賀川第二 県南 学32 中2

30 本多 泰知 本宮卓球クラブ 県中 中2 60 小野 優成 チームA.T.C 県北 学16 中1 90 山野辺晃大 平一中 いわき カ32 中2

※ 高校生の推薦選手は ランキング表へは 入れません。

【男子】 2019年度第3回福島県小中高校生卓球競技選抜強化リーグ大会 ２０１９年８月３１日(土) 本宮市総合総合体育館
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1 小西 真優 いわき卓球 いわき Ｊ16 高2 32 栁沼 夏帆 本宮卓球クラブ 県中 小5 63 尾形優月花 入遠野中 いわき 学32 中2 94 松崎 夢 いわき卓球 いわき 小20 小6

2 髙橋 美悠 富久山卓球クラブ 県中 総8 中3 33 皆川 智香 小名浜二中 いわき 学８ 中1 64 桃井万里亜 梁川中 県北 （推） 中3 95 佐藤 有紗 一箕中 会津 （推） 中2

3 兼谷 彩音 本宮卓球クラブ 県中 中2 34 石井 愛莉 T.C赤井沢 県北 学4 中1 65 志賀 愛璃 小名浜一中 いわき 学32 中2 96 鍵谷 優妃 本宮卓球クラブ 県中 (推） 小4

4 山内 愛永 富久山卓球クラブ 県中 小6 35 大内 春香 T.C赤井沢 県北 学8 中1 66 齋藤 ルイ 勿来卓球クラブ いわき 小20 小5 97 大河原健斗 (船引中） 県中 中1

5 坂本千梨花 磐城一高 いわき Jr16 高2 36 苅宿 千穂 富久山卓球クラブ 県中 中3 67 倉富 唯 小名浜一中 いわき 学16 中1 98 小川 弘毅 （須賀川三中） 県南 中1

6 伊藤今日香 富久山卓球クラブ 県中 総8 中3 37 星 玲那 ジャド卓球クラブ 県北 学8 中1 68 小林 莉乃 桜の聖母学院中 県北 学16 中1 99 福島 大慶 （ザベリオ中） 県中 中1

7 原 夢璃 桜の聖母学院中 県北 中16 中2 38 米田 帆華 富久山卓球クラブ 県中 小6 69 生江 未来 喜多方卓球ランド 会津 小18 小5 100 高野 晃太 （いわき卓球） いわき 中1

8 深谷菜々美 富久山卓球クラブ 県中 中1 39 熊耳 由羽 中島中 県南 学32 中3 70 鈴木 咲藍 勿来一中 いわき 学16 中2 101 金成 哲冶 （内郷一中） いわき 中1

9 遠藤 穂花 橘高 県北 IH16 高2 40 古川 怜娃 富久山卓球クラブ 県中 中2 71 平野 楓果 白河中央中 県南 学32 中2 102 荒井 直也 （郡山第一倶楽部） 県中 小6

10 伊東みらい 磐城一高 いわき 総4 高1 41 齋藤 花 みなみクラブ 県北 学16 中2 72 草野 凜音 平三中 いわき 新16 中1 103 兼子 貴光 （仁井田中） 県南 （推） 中2

11 鈴木美夢奈 金谷卓球クラブ いわき 学3 中3 42 小檜山結菜 喜多方卓球ランド 会津 カ32 小6 73 鈴木 美咲 T.C赤井沢 県北 小14 小6 104 宮 健太 （福島第四クラブ） 県北 中1

12 伊藤 乃愛 磐城一高 いわき IH32 高2 43 真壁 美澪 緑ケ丘中 県中 学8 中2 74 小室 咲香 県北中 県北 学32 中2 105 吉村 靖 （仁井田中） 県南 （推） 中2

13 宗像 真桜 富久山卓球クラブ 県中 小6 44 杉 栞名 T.C赤井沢 県北 学16 中2 75 佐藤 なな あゆりジュニア 県南 学32 中2 106 木村祐太郎 （赤井中） いわき 中1

14 山口佳央子 富久山卓球クラブ 県中 中2 45 皆川 遥香 小名浜二中 いわき 学16 中2 76 佐川 紗彩 勿来二中 いわき （推） 中2 107 藤木 太智 （郡山五中） 県中 中1

15 佐藤 心美 富久山卓球クラブ 県中 中2 46 苅宿 結衣 富久山卓球クラブ 県中 小4 77 但野 紗弥 BRAVE☆STAR 相双 （推） 中1 108 浅川 武尊 （いわき卓球） いわき 小3

16 谷内美桜々 赤井中 いわき 学16 中3 47 佐藤 優奈 いわき卓球 いわき カ32 小5 78 穐田 心桜 勿来一中 いわき （推） 中2 109 佐藤 儀宜 （喜多方卓球ランド） 会津 小4

17 木村 有亜 平野中 県北 中3 48 古川 梨紗 富久山卓球クラブ 県中 小5 79 片平 千尋 桜の聖母学院中 県北 （推） 中1 110 遠藤 健悟 (柚ノ葉クラブ） 相双 中1

18 上遠野真穂 磐城一高 いわき 総32 高1 49 佐藤 虹羽 白河中央中 県南 学32 中3 80 小菅 ねね 喜多方卓球ランド 会津 （推） 小5 111 中舘 潤 （金谷卓球クラブ） いわき 小6

19 久保菜々美 小名浜二中 いわき 学１ 中1 50 横山 美優 福大付属中 県北 学16 中1 81 花井 友愛 ジャド卓球クラブ 県北 学16 中1 112 添田 貴徳 （須賀川二中） 県南 （推） 中2

20 渡邊 美月 いわき卓球 いわき 小13 小6 51 岡田 蒼衣 いわき卓球 いわき 小20 小6 82 草野 伶奈 向陽中 相双 （推） 中2 113 阿部 樹大 （福島ジュニア卓球クラブ） 県北 小6

21 千葉 珠音 郡山第一クラブ 県中 学8 中2 52 猪狩 夏樹 向陽中 相双 学32 中2 83 渡邊 萌花 赤井中 いわき （推） 中2 114 吉田 健吾 （いわき卓球） いわき 小3

22 塩坪 心音 小名浜二中 いわき 学８ 中1 53 根本 真愛 小名浜二中 いわき 学16 中2 84 小熊 法恵 一箕中 会津 （推） 中2 115 高橋 明彦 （内郷一中） いわき 中1

23 桑原みずき T.C赤井沢 県北 学8 中2 54 細川芹里菜 ジャド卓球クラブ 県北 学32 中2 85 海老原和奏 西袋中 県南 学32 中2 116 宮 佑介 （福島第四クラブ） 県北 小4

24 荒井 涼音 浅川中 県南 学8 中3 55 小磯陽菜乃 中島中 県南 学32 中3 86 見城 柚妃 いわき卓球 いわき 小16 小4 117 塩澤 理人 （須釜中） 県南 中1

25 佐藤 里楠 富久山卓球クラブ 県中 小5 56 福田 紗也 郡山第一クラブ 県中 小17 小4 87 遠藤 百桜 久之浜中 いわき （推） 中2 118 久保木 理諭 （須賀川二中） 県南 （推） 中2

26 岡田 紗季 小名浜二中 いわき 学16 中2 57 桃井亜里紗 梁川中 県北 中3 88 髙橋 和花 福大付属中 県北 学16 中1 119 吉田 恵祐 （郡山一中） 県中 中1

27 滝 若菜 磐城桜ヶ丘高 いわき IH32 高1 58 秋元 愛美 富久山卓球クラブ 県中 小16 小5 89 川﨑 心美 富久山卓球クラブ 県中 小19 小5 120 小松 裕紀 （中央台南中） いわき キケン 中1

28 中村 美紅 しらさかクラブ 県南 カ８ 小6 59 植野 星羽 二本松二中 県北 学16 中2 90 岩田麻由子 一箕中 会津 （推） 中2 121 溝井 陽太 （須賀川二中） 県南 （推） 中2

29 小林あおい 草野中 いわき 中32 中3 60 小檜山芽生 喜多方卓球ランド 会津 小4 91 安斎 萌 本宮卓球クラブ 県中 （推） 小4 122 狩野 貴樹 （三浦卓球クラブ） 県北 小6

30 緑川 綾音 中島中 県南 学16 中3 61 但野 絢弥 BRAVE☆STAR 相双 学16 中1 92 鴻野 陽菜 一箕中 会津 （推） 中2 123 遠藤 至 （遠藤クラブ） 県中 キケン 小6

31 大石 舞花 喜多方卓球ランド 会津 小6 62 佐々木華奈 久之浜中 いわき 学16 中2 93 長谷川賀子 一箕中 会津 （推） 中2 124 吉田 尚暉 （須賀川二中） 県南 （推） 中2

※ 高校生の推薦選手は ランキング表へは 入れません。

【女子】 2019年度第3回福島県小中高校生卓球競技選抜強化リーグ大会 ２０１９年８月３１日(土) 本宮市総合総合体育館


