
日　時　：　令和元年１１月３０日（土）９時～

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， 現行の日本卓球ルールによる。代表決定戦(決勝リーグ戦）からタイムアウト制を適用する。

２， 日本卓球協会公認球　【ニッタク】４０ｍｍホワイト球　(プラスチック）を使用する。

３， 審判　：　各予選・決勝リーグは　そのリーグの試合の空いている者が審判を行なう。

予選リーグの記録は　全試合終了後　1位の者が　進行へ持参する。

二すくみ、三すくみ　が　ある場合は進行で順位を確認する。

トーナメント戦は　第一試合は相互審判、2試合目からは敗者審判とする。

４， 試合進行中トラブルがあったら、試合を中断し審判長へ連絡すること。

５，

６， 本日中に本戦の参加料（シングルス3000円、ダブルス4000円）を添えて申し込むこと。

本日申込がないものは出場しないものとする。

７， リーグ戦試合順

3人リ－グ 2-3 1-3 1-2 4人リ－グ 2-3 1-4 2-4 1-3 3-4 1-2

[会　場　使　用　上　の　注　意]
１， ゴミの持ち帰りにご協力ください。

２， トイレはきれいに使用してください。

３， 土足をしないように注意してください。

４， 貴重品の管理は自己責任で自己管理をお願いします。

５， 破損の内容に注意してください。ギャラリーの最上段は使用禁止です。

６， 館内は禁煙です。建物の外でマナーを守ってお願いします。

[本日の進行について]
１， 各予選リーグごとに　コート番号が記載されております。　プログラム参照。

審判員が確保でき、コートが用意できましたら　4人リーグを2台進行へ行なう場合があります

２， 予選リーグ後　各リーグ1位の者によるトーナメント戦を行ない、最終4名による決勝リーグ戦を行なう

３， 予選リーグで　2位、3位の者は　試合進行状況と時間を調整し、2位トーナメント、3位トーナメントを

５ゲームマッチで行なう予定なので，放送をよく聞いてください。(表彰はない）

時間の都合で、途中から3ゲームマッチや決勝まで行なわない場合があります。

4位は予選リーグで終了とする。

４， 当日の棄権状況により、シード選手以外で　プログラムの変更を行なう場合がある。

　　⑤今年度カデットベスト８　⑥強化リーグランクの優先順位でシードを決定した。

　　ただし、同位もしくは同所属の選手は抽選とした。

東京選手権の予選会となり、男子Ｓが６名、女子Ｓが４名、男子Dが３組、女子Dが２組、年代別は男女
各２名、男女ジュニアが各２名、男女カデットが各２名、が本戦に出場できる。

　[シードの決定方法]

　前年度組合せ約束をもとに、以下のように決定し組合せを行ないました。

（１）カデット

　①前年度同大会ベスト４　②今年度ジュニアランク者　③今年度カデットベスト４　④前年度本大会ベスト８　

記録



カデット　男子　代表決定リーグ戦 代表：2名

A　伊藤翔太 B　續橋秀人 C　志賀亘佑 D　加藤大馳 試合得点 順　位

A A　伊藤翔太（いわき卓球） ×　0-3 ×　2-3 〇　3-0 ４ ３
B B　續橋秀人（富久山卓球クラブ） 〇　3-0 ×　2-3 〇　3-1 ５ ２
C C　志賀亘佑（みなみクラブ） 〇　3-2 〇　3-2 ×　0-3 ５ １
D D　加藤大馳（みなみクラブ） ×　0-3 ×　1-3 〇　3-0 ４ ４

試合順番：　①２－３　　②１－４　　③２－４　　④１－３　　⑤３－４　　⑥１－２

カデット　女子　代表決定リーグ戦 代表：2名

A　山内愛永 B　西牧優衣 C　原田優衣 D　佐藤心美 試合得点 順　位

A A　山内愛永（富久山卓球クラブ） ×　1-3 ×　0-3 ×　0-3 ３ ４
B B　西牧優衣（浅川中学校） 〇　3-1 ×　0-3 ×　0-3 ４ ３
C C　原田優衣（喜多方卓球ランド） 〇　3-0 〇　3-0 ×　2-3 ５ ２
D D　佐藤心美（富久山卓球クラブ） 〇　3-0 〇　3-0 〇　3-2 ６ １

試合順番：　①２－３　　②１－４　　③２－４　　④１－３　　⑤３－４　　⑥１－２

ジュニア　男子　代表決定リーグ戦 代表：1名

A B C D 試合得点 順　位

A A

B B

C C

D D

試合順番：　①２－３　　②１－４　　③２－４　　④１－３　　⑤３－４　　⑥１－２

ジュニア　女子　代表決定リーグ戦 代表：1名

A B C D 試合得点 順　位

A A

B B

C C

D D

試合順番：　①２－３　　②１－４　　③２－４　　④１－３　　⑤３－４　　⑥１－２

【大会成績表】
第一位 第二位 第三位 第四位

志賀亘佑 續橋秀人 伊藤翔太 加藤大馳

みなみクラブ 富久山卓球クラブ いわき卓球 みなみクラブ

佐藤心美 原田優衣 西牧優衣 山内愛永

富久山卓球クラブ 喜多方卓球ランド 浅川中学校 富久山卓球クラブ

第一位 第二位 第三位 第四位

（推薦）相楽　将

帝京安積高

（推薦）町田千尋

桜の聖母学院高

令和元度東京卓球選手権大会　福島県予選　

カデットの部
令和元年１１月３０日（土）　あいづ総合体育館

男子カデット

女子カデット

ジュニアの部
令和元年１２月７日（土）　押切川公園体育館

男子ジュニア

女子ジュニア

福島県代表選手

※　福島県代表は，カデット男女 上位２名　ジュニア男女 上位２名である。



コート番号 № ① 2 3 4 　①：リーグ責任者

鹿俣　葵 角田　裕哉 向尾　幸村 小檜山太陽
本宮卓球クラブ 富久山卓球クラブ あゆりジュニア 喜多方卓球ランド

山田　翔太 鈴木　正人 畠　悠悟

浅川中学校 西会津中学校 本宮卓球クラブ

齋藤　忠宏 夏井　将吾 佐々木　遼

みなみクラブ 喜多方卓球ランド 富久山卓球クラブ

岩永　尭久 栗崎　叶羽椰 廣瀨　蓮
富久山卓球クラブ あゆりジュニア 喜多方二中

鈴木　空羽琉 片吉　勇 安齊　凌佑

城北TTC 本宮卓球クラブ 平野卓球スポ少

伊藤　翔太 大関　真華 櫻井　豹真

いわき卓球 一箕中 みなみクラブ

コート番号 № ① 2 3 4 　①：リーグ責任者

加藤　大馳 鈴木喜翔 岩月 健悟

みなみクラブ 郡山第一卓球クラブ Mac's

遠藤　龍太 小関晶弘 七海天宥

いわき卓球 喜多方卓球ランド 郡山第一卓球クラブ

本多　泰知 吉村　治希 保住　青哉
本宮卓球クラブ あゆりジュニア T.C赤井沢

保住　昊 佐久間　大和 遠宮　智保

T.C赤井沢 浅川中学校 富久山卓球クラブ

大内　遥介 吉田　怜生 栗崎　鈴也
富久山卓球クラブ 一箕中 あゆりジュニア

滝沢倖也 遠藤　航輝 瀬田蒼斗
郡山第一卓球クラブ みなみクラブ 喜多方卓球ランド

コート番号 № ① 2 3 4 　①：リーグ責任者

志賀　亘佑 伊藤　遥夢 伊藤　魁星 本間　此雄

みなみクラブ NTS 富久山卓球クラブ 一箕中

若松　龍志郎 安藤　北斗 森田　祥史
富久山卓球クラブ 平野卓球スポ少 東北中

五十嵐心 安斎　倖 平栗　駿太
喜多方卓球ランド 本宮卓球クラブ 富久山卓球クラブ

石澤　和磨 瀬田将生 間弓晴希
本宮卓球クラブ 喜多方卓球ランド 郡山第一卓球クラブ

佐藤　初興 山岸　大輝 金田　篤典
あゆりジュニア みなみクラブ 富久山卓球クラブ

佐藤　央洋 大江　凪 森田　倖生
富久山卓球クラブ 喜多方二中 大沼ジュニア

コート番号 № ① 2 3 4 　①：リーグ責任者

高橋　悠 池田悠真 弦巻　亮汰 遠宮　雄斗
福島ジュニア卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ 一箕中 富久山卓球クラブ

本多　大和 遠藤　羽 黒澤　颯太
本宮卓球クラブ 喜多方卓球ランド みなみクラブ

船生　岳冬 佐々木　悠 酒井　皐

いわき卓球 富久山卓球クラブ あゆりジュニア

小池　開 村椿　凌 平栗　謙太

みなみクラブ 喜多方卓球ランド 富久山卓球クラブ

兼谷　遥斗 深谷　莉玖 遊佐　凛太郎

本宮卓球クラブ あゆりジュニア T.C赤井沢

續橋　秀人 宍戸　寿増 渡邉和志 小菅総司
富久山卓球クラブ 平野卓球スポ少 郡山第一卓球クラブ 喜多方卓球ランド

14

13

【カデット男子1位トーナメント】　１～１５コート

7-1 2

12-1 15

４

11-2

２

12-2 16

１ 1

５ 19

13-1

13-2 18

17
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C

３ 12

11-1 11

10-1 9
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B
15-1 22

14-1 20

６ 24

15-2 23

14-2 21



コート番号 № ① 2 3 4 　①：リーグ責任者

兼谷　彩音 矢部　莉央 冨樫　　彩 海老澤　結愛

本宮卓球クラブ 喜多方卓球ランド 白河中央中 一箕中

山内　愛永 齋藤　花 齋藤　光峰

富久山卓球クラブ みなみクラブ 西会津中学校

桑原　みずき 小檜山結菜 苅宿　未来 飯谷梨央

T.C赤井沢 喜多方卓球ランド 富久山卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ

山口　佳央子 小柴　彩愛 向尾　美桜 鴻野　陽菜

富久山卓球クラブ 西会津中学校 あゆりジュニア 一箕中

№ ① 2 3 4 　①：リーグ責任者

原　夢璃 猪俣　佳奈 松﨑　ななみ 秋元　愛美

本宮卓球クラブ 西会津中学校 白河中央中 富久山卓球クラブ

古川　怜娃 福田　紗也 生江　未来

富久山卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ 喜多方卓球ランド

酒井　汐里 苅宿　結衣 長谷川　賀子 深谷音花

あゆりジュニア 富久山卓球クラブ 一箕中 郡山第一卓球クラブ

佐藤　心美 物江　花奈 大内　春香

富久山卓球クラブ 西会津中学校 T.C赤井沢

№ ① 2 3 4 　①：リーグ責任者

原田　優衣 佐藤　なな 高橋　美久 松平みはね

喜多方卓球ランド あゆりジュニア 富久山卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ

米田　帆華 杉　栞名 秋田　莉奈

富久山卓球クラブ T.C赤井沢 西会津中学校

千葉　珠音 折笠　遥南 岩田　麻由子 遠宮　みのり

郡山第一卓球クラブ 西会津中学校 一箕中 富久山卓球クラブ

深谷　菜々美 栁沼　夏帆 小菅　ねね 先崎　ナナ子

富久山卓球クラブ 本宮卓球クラブ 喜多方卓球ランド 白河中央中

№ ① 2 3 4 　①：リーグ責任者

久保　菜々美 小檜山芽生 古川　梨紗 平野　楓果

小名浜二中 喜多方卓球ランド 富久山卓球クラブ 白河中央中

佐藤　里楠 小熊　法恵 水野　素良 大山　舞

富久山卓球クラブ 一箕中 二本松卓球クラブ Mac's

宗像　真桜 石井　愛莉 伊藤　詩野

富久山卓球クラブ T.C赤井沢 西会津中学校

西牧　優衣 佐藤　有紗 川﨑　心美 松平真奈

浅川中学校 一箕中 富久山卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ

１７ 2

A

１８ 3

【カデット女子1位トーナメント】　１６～３１コート

１６ 1

２１ 6

１９ 4

２０ 5

２４ 9

２２ 7

２３ 8

13

２６ 11

２７ 12

２５ 10

３１ 16

D

C

B

３０

２９ 14

15

２８



【カデット男子２位トーナメント】 【カデット男子３位トーナメント】

№ 1 2 3 4 № 1 2 3 4

鹿俣　葵 角田　裕哉 向尾　幸村 小檜山太陽 鹿俣　葵 角田　裕哉 向尾　幸村 小檜山太陽
本宮卓球クラブ 富久山卓球クラブ あゆりジュニア 喜多方卓球ランド 本宮卓球クラブ 富久山卓球クラブ あゆりジュニア 喜多方卓球ランド

山田　翔太 鈴木　正人 畠　悠悟 山田　翔太 鈴木　正人 畠　悠悟

浅川中学校 西会津中学校 本宮卓球クラブ 浅川中学校 西会津中学校 本宮卓球クラブ

齋藤　忠宏 夏井　将吾 佐々木　遼 齋藤　忠宏 夏井　将吾 佐々木　遼

みなみクラブ 喜多方卓球ランド 富久山卓球クラブ みなみクラブ 喜多方卓球ランド 富久山卓球クラブ

岩永　尭久 栗崎　叶羽椰 廣瀨　蓮 岩永　尭久 栗崎　叶羽椰 廣瀨　蓮
富久山卓球クラブ あゆりジュニア 喜多方二中 富久山卓球クラブ あゆりジュニア 喜多方二中

鈴木　空羽琉 片吉　勇 安齊　凌佑 鈴木　空羽琉 片吉　勇 安齊　凌佑

城北TTC 本宮卓球クラブ 平野卓球スポ少 城北TTC 本宮卓球クラブ 平野卓球スポ少

伊藤　翔太 大関　真華 櫻井　豹真 伊藤　翔太 大関　真華 櫻井　豹真

いわき卓球 一箕中 みなみクラブ いわき卓球 一箕中 みなみクラブ

№ 1 2 3 4 № 1 2 3 4

加藤　大馳 鈴木喜翔 岩月 健悟 加藤　大馳 鈴木喜翔 岩月 健悟

みなみクラブ 郡山第一卓球クラブ Mac's みなみクラブ 郡山第一卓球クラブ Mac's

遠藤　龍太 小関晶弘 七海天宥 遠藤　龍太 小関晶弘 七海天宥

いわき卓球 喜多方卓球ランド 郡山第一卓球クラブ いわき卓球 喜多方卓球ランド 郡山第一卓球クラブ

本多　泰知 吉村　治希 保住　青哉 本多　泰知 吉村　治希 保住　青哉
本宮卓球クラブ あゆりジュニア T.C赤井沢 本宮卓球クラブ あゆりジュニア T.C赤井沢

保住　昊 佐久間　大和 遠宮　智保 保住　昊 佐久間　大和 遠宮　智保

T.C赤井沢 浅川中学校 富久山卓球クラブ T.C赤井沢 浅川中学校 富久山卓球クラブ

大内　遥介 吉田　怜生 栗崎　鈴也 大内　遥介 吉田　怜生 栗崎　鈴也
富久山卓球クラブ 一箕中 あゆりジュニア 富久山卓球クラブ 一箕中 あゆりジュニア

滝沢倖也 遠藤　航輝 瀬田蒼斗 滝沢倖也 遠藤　航輝 瀬田蒼斗
郡山第一卓球クラブ みなみクラブ 喜多方卓球ランド 郡山第一卓球クラブ みなみクラブ 喜多方卓球ランド

№ 1 2 3 4 № 1 2 3 4

志賀　亘佑 伊藤　遥夢 伊藤　魁星 本間　此雄 志賀　亘佑 伊藤　遥夢 伊藤　魁星 本間　此雄

みなみクラブ NTS 富久山卓球クラブ 一箕中 みなみクラブ NTS 富久山卓球クラブ 一箕中

若松　龍志郎 安藤　北斗 森田　祥史 若松　龍志郎 安藤　北斗 森田　祥史
富久山卓球クラブ 平野卓球スポ少 東北中 富久山卓球クラブ 平野卓球スポ少 東北中

五十嵐心 安斎　倖 平栗　駿太 五十嵐心 安斎　倖 平栗　駿太
喜多方卓球ランド 本宮卓球クラブ 富久山卓球クラブ 喜多方卓球ランド 本宮卓球クラブ 富久山卓球クラブ

石澤　和磨 瀬田将生 間弓晴希 石澤　和磨 瀬田将生 間弓晴希
本宮卓球クラブ 喜多方卓球ランド 郡山第一卓球クラブ 本宮卓球クラブ 喜多方卓球ランド 郡山第一卓球クラブ

佐藤　初興 山岸　大輝 金田　篤典 佐藤　初興 山岸　大輝 金田　篤典

あゆりジュニア みなみクラブ 富久山卓球クラブ あゆりジュニア みなみクラブ 富久山卓球クラブ

佐藤　央洋 大江　凪 森田　倖生 佐藤　央洋 大江　凪 森田　倖生
富久山卓球クラブ 喜多方二中 大沼ジュニア 富久山卓球クラブ 喜多方二中 大沼ジュニア

№ 1 2 3 4 № 1 2 3 4

高橋　悠 池田悠真 弦巻　亮汰 遠宮　雄斗 高橋　悠 池田悠真 弦巻　亮汰 遠宮　雄斗
福島ジュニア卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ 一箕中 富久山卓球クラブ 福島ジュニア卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ 一箕中 富久山卓球クラブ

本多　大和 遠藤　羽 黒澤　颯太 本多　大和 遠藤　羽 黒澤　颯太
本宮卓球クラブ 喜多方卓球ランド みなみクラブ 本宮卓球クラブ 喜多方卓球ランド みなみクラブ

船生　岳冬 佐々木　悠 酒井　皐 船生　岳冬 佐々木　悠 酒井　皐

いわき卓球 富久山卓球クラブ あゆりジュニア いわき卓球 富久山卓球クラブ あゆりジュニア

小池　開 村椿　凌 平栗　謙太 小池　開 村椿　凌 平栗　謙太

みなみクラブ 喜多方卓球ランド 富久山卓球クラブ みなみクラブ 喜多方卓球ランド 富久山卓球クラブ

兼谷　遥斗 深谷　莉玖 遊佐　凛太郎 兼谷　遥斗 深谷　莉玖 遊佐　凛太郎

本宮卓球クラブ あゆりジュニア T.C赤井沢 本宮卓球クラブ あゆりジュニア T.C赤井沢

續橋　秀人 宍戸　寿増 渡邉和志 小菅総司 續橋　秀人 宍戸　寿増 渡邉和志 小菅総司
富久山卓球クラブ 平野卓球スポ少 郡山第一卓球クラブ 喜多方卓球ランド 富久山卓球クラブ 平野卓球スポ少 郡山第一卓球クラブ 喜多方卓球ランド
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【カデット女子２位トーナメント】 【カデット女子３位トーナメント】

№ 1 2 3 4 № 1 2 3 4

兼谷　彩音 矢部　莉央 冨樫　　彩 海老澤　結愛 兼谷　彩音 矢部　莉央 冨樫　　彩 海老澤　結愛

本宮卓球クラブ 喜多方卓球ランド 白河中央中 一箕中 本宮卓球クラブ 喜多方卓球ランド 白河中央中 一箕中

山内　愛永 齋藤　花 齋藤　光峰 山内　愛永 齋藤　花 齋藤　光峰

富久山卓球クラブ みなみクラブ 西会津中学校 富久山卓球クラブ みなみクラブ 西会津中学校

桑原　みずき 小檜山結菜 苅宿　未来 飯谷梨央 桑原　みずき 小檜山結菜 苅宿　未来 飯谷梨央

T.C赤井沢 喜多方卓球ランド 富久山卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ T.C赤井沢 喜多方卓球ランド 富久山卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ

山口　佳央子 小柴　彩愛 向尾　美桜 鴻野　陽菜 山口　佳央子 小柴　彩愛 向尾　美桜 鴻野　陽菜

富久山卓球クラブ 西会津中学校 あゆりジュニア 一箕中 富久山卓球クラブ 西会津中学校 あゆりジュニア 一箕中

№ ① 2 3 4 № ① 2 3 4

原　夢璃 猪俣　佳奈 松﨑　ななみ 秋元　愛美 原　夢璃 猪俣　佳奈 松﨑　ななみ 秋元　愛美

本宮卓球クラブ 西会津中学校 白河中央中 富久山卓球クラブ 本宮卓球クラブ 西会津中学校 白河中央中 富久山卓球クラブ

古川　怜娃 福田　紗也 生江　未来 古川　怜娃 福田　紗也 生江　未来

富久山卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ 喜多方卓球ランド 富久山卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ 喜多方卓球ランド

酒井　汐里 苅宿　結衣 長谷川　賀子 深谷音花 酒井　汐里 苅宿　結衣 長谷川　賀子 深谷音花

あゆりジュニア 富久山卓球クラブ 一箕中 郡山第一卓球クラブ あゆりジュニア 富久山卓球クラブ 一箕中 郡山第一卓球クラブ

佐藤　心美 物江　花奈 大内　春香 佐藤　心美 物江　花奈 大内　春香

富久山卓球クラブ 西会津中学校 T.C赤井沢 富久山卓球クラブ 西会津中学校 T.C赤井沢

№ ① 2 3 4 № ① 2 3 4

原田　優衣 佐藤　なな 高橋　美久 松平みはね 原田　優衣 佐藤　なな 高橋　美久 松平みはね

喜多方卓球ランド あゆりジュニア 富久山卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ 喜多方卓球ランド あゆりジュニア 富久山卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ

米田　帆華 杉　栞名 秋田　莉奈 米田　帆華 杉　栞名 秋田　莉奈

富久山卓球クラブ T.C赤井沢 西会津中学校 富久山卓球クラブ T.C赤井沢 西会津中学校

千葉　珠音 折笠　遥南 岩田　麻由子 遠宮　みのり 千葉　珠音 折笠　遥南 岩田　麻由子 遠宮　みのり

郡山第一卓球クラブ 西会津中学校 一箕中 富久山卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ 西会津中学校 一箕中 富久山卓球クラブ

深谷　菜々美 栁沼　夏帆 小菅　ねね 先崎　ナナ子 深谷　菜々美 栁沼　夏帆 小菅　ねね 先崎　ナナ子

富久山卓球クラブ 本宮卓球クラブ 喜多方卓球ランド 白河中央中 富久山卓球クラブ 本宮卓球クラブ 喜多方卓球ランド 白河中央中

№ ① 2 3 4 № ① 2 3 4

久保　菜々美 小檜山芽生 古川　梨紗 平野　楓果 久保　菜々美 小檜山芽生 古川　梨紗 平野　楓果

小名浜二中 喜多方卓球ランド 富久山卓球クラブ 白河中央中 小名浜二中 喜多方卓球ランド 富久山卓球クラブ 白河中央中

佐藤　里楠 小熊　法恵 水野　素良 大山　舞 佐藤　里楠 小熊　法恵 水野　素良 大山　舞

富久山卓球クラブ 一箕中 二本松卓球クラブ Mac's 富久山卓球クラブ 一箕中 二本松卓球クラブ Mac's

宗像　真桜 石井　愛莉 伊藤　詩野 宗像　真桜 石井　愛莉 伊藤　詩野

富久山卓球クラブ T.C赤井沢 西会津中学校 富久山卓球クラブ T.C赤井沢 西会津中学校

西牧　優衣 佐藤　有紗 川﨑　心美 松平真奈 西牧　優衣 佐藤　有紗 川﨑　心美 松平真奈

浅川中学校 一箕中 富久山卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ 浅川中学校 一箕中 富久山卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ
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