
　当日、1所属に男女別総合プログラム（このメールで添付した物）と　参加選手人
数分の組合せ表を配布いたしますが、事前にカラーで印刷されたものでご確認、ご
持参いただけますことをお願い申し上げます。

令和３年度福島県卓球選手権大会

無観客　試合のご協力のお願い

　全国的に未だ新型コロナウイルスの流行は根絶されたわけではございませんが、新型コロナ
感染拡大防止対策を施し、大会を開催いたします。
　皆様には，ご不便，ご負担をお願いすることも多々あろうかと思います。何卒宜しくご協力のほ
どお願い申し上げます。
　早速ですが，本大会への参加にあたって，以下の項目についてご協力を頂きたく，お願い致し
ます。

【練習時間】
　当日朝より会場設営を行います。設営でき次第、下記の通り　前半後半に分けて練習時間を
確保します。

　皆様遠くからご参加の方々が多い中、それぞれの思いもあるかと思いますが、特
に　選手の安全・安心の確保のため、ご理解の上、ご了解いただけますようお願い
申し上げます。

プログラム印刷のご協力依頼について

【カデットの部】プログラム公開

【練習時間（目安）・地区】　注意：全員マスク着用でお願いします
　9月4日（土）あいづ総合体育館
　　　前半：　8:10～8:30　　地区：県中・県南・会津
　　　後半：　8:30～8:50　　地区：県北・相双・いわき・前半でできなかった選手
　9月5（日）　猪苗代町総合体育館
　　　前半：　8:10～8:30　　地区：県中・県南・会津
　　　後半：　8:30～8:50　　地区：県北・相双・いわき・前半でできなかった選手

開催体育館施設のガイドラインを遵守するため、また、選手の安全・安心を担保す
るために、　『無観客』　とします。　入館できる方は次の通りとします。
　　１，出場する選手以外に　顧問・監督・コーチ・練習パートナー・保護者を
　　　　含む　各所属2名まで　とする。
　　2，開催地区協会役員・スタッフ、進行・運営協力者
　　3，報道関係者
　　4，主催者が認めた者
　検温と　『健康状態申告書』は　必ず提出して下さい。



所属　：

氏名　：

年齢　：

住所　：

連絡先
電話番号：

平熱を超える発熱（おおむね37度５分以上） □　あり □　なし

咳（せき），のどの痛みなど風邪の症状 □　あり □　なし

だるさ（倦怠感），息苦しさ（呼吸困難） □　あり □　なし

嗅覚や味覚の異常 □　あり □　なし

体が重く感じる，疲れやすい等 □　あり □　なし

新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚

接触の有無
□　あり □　なし

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方が発生 □　あり □　なし

過去14日以内に政府から入国制限，入国後の観察期間を
必要とされている国，地域等への渡航又は当該在住者との
濃厚接触

□　あり □　なし

備考：　ワクチン接種による発熱などについては　ワクチン接種日、その後の副作用日などについて記載願います。

　大会前２週間における以下の事項の有無

体育館へ入館される方は必ずこの用紙の記載・提出が必要です。
選手・関係者の　『安全・安心　担保』　のため　ご協力願います

この用紙には漏れなく以下の年齢，住所，連絡先、本日の検温結果を記載願います

大会当日の体温　（非接触型体温計も用意してあります） （　　　　）℃

大会名：福島県卓球選手権大会カデットの部　　大会開催日：令和３年９月４日（土）～５日（日）

　会員　各位

連絡先および健康状態申告のお願い（大会当日提出用）

一般社団法人福島県卓球協会
会長　齋藤一美　公印省略

　新型コロナウイルスの流行予防のため今大会参加にあたって以下の情報提供をお願いいたします。ご記入
の上，大会当日持参し，受付にご提出ください。なお，提出された個人情報の取り扱いには十分配慮し、大
会終了後1ヶ月保管後に責任を持って廃棄いたします。



期　日　： 令和３年９月４日（土）

会　場　： あいづ総合体育館

主　催　： 一般社団法人福島県卓球協会

主　管　： 会 津 卓 球 協 会

【男子の部】

男子団体戦で銅メダルを獲得した張本智和・水谷隼・丹羽孝希

令和３年度福島県卓球選手権大会（カデットの部）　兼
全日本卓球選手権大会（カデットの部）　福島県予選会

開会式
１ 開 式 の こ と ば

２ 優 勝 杯 返 還 中学1年以下男子シングルス 鈴木　空羽琉

中学1年以下女子シングルス 佐　藤　里　楠

中学２年以下男子シングルス 佐　藤　央　洋

中学２年以下女子シングルス 原　田　優　衣

男 子 ダ ブ ル ス 髙　橋　　　悠

男 子 ダ ブ ル ス 滝　沢　倖　也

女 子 ダ ブ ル ス 佐　藤　心　美

女 子 ダ ブ ル ス 千　葉　珠　音

３ 会 長 挨 拶 一社）福島県卓球協会 会長 斉　藤　一　美

４ 競 技 上 の 注 意 審 判 長 千　葉　清　子

５ 進 行 に つ い て 落　合　伸一郎

６ 感 染拡 大の 注意 落　合　伸一郎

７ 諸　連　絡 落　合　伸一郎

８ 会場使用上の注意 会 場 主 任 猪　俣　裕　一

９ 選 手 宣 誓 城 北 T T C 鈴木　空羽琉

10 閉 式 の こ と ば

　開会式について

選手

　○開会式は　ダブルス第一試合に参加する選手と審判員は指定されたコートで受けて下さい。

ダブルスは令和元年度
紹介のみとなります

福 島 ジ ュ ニ ア

郡 山 第 一 ク ラ ブ

富久山卓球クラブ

郡 山 第 一 ク ラ ブ

式　次　第

若 松 一 中

富久山卓球クラブ

富久山卓球クラブ

喜多方卓球ランド



　※　競技上の注意
本大会は現行の日本卓球ルールを適用し実施します。

１．競技者はスポーツマンシップに則りルールを守りフェアプレーで競技を行ってください。

２．卓球台、ボール、用具、服装について

　・ボールは、日本卓球協会公認球　ニッタク　プラスチック　ボール　を使用します。

３．サービスは　正規のオープンハンドサービスを遵守して下さい。

４．服装・ゼッケンについて

　・半袖シャツ、ショーツ又はスカートは、JTTAの公認マーク付のものであること。

　・本年度発行　日本卓球協会ゼッケンを着用すること。

　・ダブルスは　ユニホームを揃えるようお願いします。

５．タイムアウト制は　全試合適用しない。

６．試合方法について

　・全試合　11本　5ゲームズマッチ（3ゲームズ先取）にて行います。

7．熱中症対策は各自にてお願いします。　はじめに水分補給を行なう事。

　※　新型コロナウイルスの感染拡大防止対策特別ルール
8.　全試合　ベンチ・アドバザーは無しとします。
9.　試合前後の握手は行なわず、但し、きちんと　相手・審判への礼をして下さい。
10.　各コート備え付けのアルコールスプレーにて　審判・選手は試合前後に手指の除菌を行なう。
11.　全てのゲームでチェンジエンドは行なわない。
12.　可能な限り　1試合1球制　を導入する。試合後の試合球は　使用済みの箱へ入れること。
13.　ラケット交換は交換して触ることはせず、相手がよく見えるように見せ合って下さい。
14.　試合以外の者は　マスク着用のこと。
15.　卓球台で　手の汗を拭くことは禁止する。
16.　声を出しての応援、声援は禁止とし、拍手のみとする。
17.　体調の悪い者は　無理せず、早めに進行席、所属長へ申し出ること。
18.　卓球台へのタオル掛けは禁止、各自カゴなどを用意しその上においてください。

　※　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．ゴミは必ず持ち帰ること。

３．ラバーの張替えを行なう場合は、進行に申し出て下さい。

４．館内放送が聞きにくいので、試合順番・時間をプログラムにて確認して下さい。

５．飲食は、指定された所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。

　　但し、結露による水滴落下の恐れがあるので、カバーをして下さい。

７．タオル等持ち物には　名前を記入して下さい。

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、出ない　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。

　　　器物破損時は　その個人、もしくは

　 　　　所属団体にて弁償していただきます。　

１１．大人の方の喫煙については、敷地内完全禁煙です。

　　　マナーをお守りください。

　　　あいづ総合体育館は　外に　喫煙所が設けられて

　　　おりますので、そこをご利用ください。

1 13 25

2 14 26

3 15 27

4 16 28

5 17 29

6 18 30

7 19 31

8 20 32

9 21 33

10 22 34

11 23 35

12 24 36

進行席　受付　大会役員席



　※　当日の入場制限について

開催体育館施設のガイドラインを遵守するため、また、選手の安全・安心を担保する

ために、　『無観客』　とします。　入館できる方は次の通りとします。

　１，出場する選手以外に　顧問・監督・コーチ・練習パートナー・保護者を含む　

　　各所属2名まで　とする。
　2，開催地区協会役員・スタッフ、進行・運営協力者

　3，報道関係者

　4，主催者が認めた者

　　検温と　『健康状態申告書』は　必ず提出して下さい。

　※　新型コロナウイルス対策に関する注意について

１．入館者は全員に適用いたしますますので、各所属の代表者の方は　選手・を含む

　　全員へ　周知徹底をお願いします。

２．出入り口では　必ず　手指のアルコール消毒をお願いします。

３．体育館内では　試合時の選手以外は　審判・待機選手・保護者・引率者・観戦者・

　　大会関係者は、アリーナ内・観客席・他において　マスク着用　を徹底してください。

４．観客席ほか、座席のある場所は　隣り合わせにならないように着座願います。

５．着座禁止の貼紙には腰掛けないようにして下さい。

6．２階席では　応援の際、ソーシャルディスタンス１ｍ以上を守ってください。

7．　観客席からの応援の際は　拍手のみで　声を出しての応援は禁止します。

8．体育館内　『3密』密集・密接・密閉　にならないように　ご協力願います。

　　更衣室やトイレ等の密閉された空間で、多くの方が密集・密接にならない様に願います。

9.　できるだけ、こまめに手洗いをお願いします。

10.　体調が悪い方の入館は固くお断りいたします。

11.　途中から体調が悪くなった方、発熱された方は、チーム責任者へ連絡の上、退館願います。

12.　マスクを忘れた方、無くなった方は　進行席に若干ご用意してあります。

13.　会場内での食事時は　"黙食"　を徹底し、また、食事中の方の近くでは会話を避けてください。

　【健康状態申告書について】
14.　体育館へ入館される方は　例外なく全員、当日の体温測定結果を記載した、

　　　『健康状態申告書』を提出して下さい。

　　提出は　各所属毎にまとめて、受付時に提出して下さい。

　　用紙を忘れた方、急に必要になった方は　用紙を受付にて用意してます。

　　体温測定を忘れた方は　非接触型体温計を　進行席に用意してあります。

15.　当日大会へ参加された選手関係者、体育館へご来場されました方が、後日、

　　新型コロナウイルスの感染・PCR検査等での陽性となった場合、所属長経由での

　　大会事務局への連絡をお願いします。

　【その他】
　　日常生活でも安心・安全の担保のため、スマホをご利用の方は

　への登録にご協力願います。　2週間以内の陽性者との接触などが確認できます。

福島県卓球協会は　福島県、開催市町村、開催地区卓球協会のガイドラインを遵守し、

また、日本卓球協会ガイドラインに沿っての開催準備を行なってきております。

『新しい卓球大会開催様式』　は　皆様のご協力が必須であります。

今後とも、選手・監督・保護者・観戦者・協会関係者の　安全・安心を担保するために

ご理解の上、ご協力をお願いいたします。

　尚、お気づきの点がございましたら　主催者側へご助言等をいただけましたら、今後の

改善項目として検討させていただきます。

新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA) COVID-19 Contact-Confirming Application



福島県卓球選手権大会　カデットの部　【男子の部】

令和３年９月４日（土）　あいづ総合体育館

※　全国大会出場枠：3チーム　　3位まで表彰

※　ダブルスの第一試合がある方と審判員は開会式はそのコートで受けてください。

※　第一試合の審判は　相互にてお願いします。　以後は敗者審判とします。

※　ダブルス3回戦終了後より　13歳以下シングルス1回戦を始めます。（審判は14歳以下の同じ山）

準決勝敗退チーム① 準決勝敗退チーム②

全国大会代表決定戦 第三代表

いわき卓球
本宮卓球クラブ

20-2 29-2

22
本多　大和
兼谷　遥斗

本宮卓球クラブ 44
遠藤　龍太
片吉　勇

喜多方卓球ランド

20-1 29-1

21
髙橋　佑太朗
横山　優斗

梁川 43
武藤　凪琉
荒川　昊生

大沼ジュニア20
荒井　大地
渡部　永久

喜多方卓球ランド
20-3 29-3

42
森田　倖生
吉田　琉稀

向陽

19-1 28-1

19
相原　光希

小鍜治　蒼汰
勿来卓球クラブ 41

藤田 モーガン
佐藤　優介

みなみクラブ

18-4 20-4

18
齋藤　佑馬
横山　実

中村一 40
山岸　大輝
櫻井　鳳雅

喜多方卓球ランド
Mac's

18-2 27-2

17
大沼　裕貴
深谷　琉衣

あゆりジュニア 39
村椿　凌

岩月　健悟

富久山卓球クラブ

18-1 27-1

16
伊達　光汰
二瓶　庄大

郡山第一クラブ 38
佐々木　悠
佐々木　遼

チームA.T.C

18-3 26-3

15
加藤　吏稀
佐藤　愁斗

岳陽
みなみクラブ

37
遠藤　慧

菅野　遥太

郡山ふれあい

17-1 26-1

14
山口　雄輝
二瓶　大輝

いわき卓球 36
佐藤　聖矢

橋本　理陽人

あゆりジュニア

17-2 26-2

13
瀬田　将生
鈴木　優心

一箕 35
酒井　　皐
向尾　幸村

勿来卓球クラブ

18-5 16-5

12
菅野　真矢
石川　夢都

チームA.T.C
16-6

34
松本　倫和
正木　秀阿

16-2 24-2

11
栗崎　鈴也

栗崎　叶羽椰
あゆりジュニア 33

池田　悠真
鈴木　喜翔

郡山第一クラブ

16-1 24-1

10
菊地　瞳輝
原　鳳芽

本宮卓球クラブ 32
小林　悟也
渡部　莞

河東学園

16-3 24-3

9
渡邊　航大
白石　大翔

向陽 31
山野辺　陸斗
鈴木　琉音

赤井Ｊｒ卓球クラブ

15-1 23-1

8
佐藤　史弥
後藤　旭陽

蓬莱TTC 30
遠宮　雄斗
山田　拓輝

富久山卓球クラブ

15-2 23-2

7
岩本　真爾
武藤　日路

喜多方卓球ランド 29
本名　大地
山内　嘉衣

昭和

14-4 16-4

6
金田　篤典
伊藤　魁星

富久山卓球クラブ 28
渡部　虎士朗
齋藤　忠寿

蓬莱TTC

2-1 21-1

5
鈴木　眞介
鈴木　海渡

いわき卓球
磐崎

27
丸子　広

根本　昊來
本宮卓球クラブ

4
丹野　剛月
保住　青哉

船引
T.C赤井沢

26
小菅　総司

小檜山　太陽
喜多方卓球ランド

14-3 22-3
3

物江　優人
石澤　優心

富田 25
菅野　善希
金田　光織

チームA.T.C

14-1 22-1

2
佐藤　　颯

長谷川　笙梧
白河中央

第一試合コート番号
24

北館　走祐
鈴木　遥斗

14-2 22-2

草野

佐藤　初興
深谷　莉玖

あゆりジュニア

男子ダブルス

1
五十嵐　心

鈴木　空羽琉
喜多方卓球ランド

城北TTC

第二試合コート番号
23



福島県卓球選手権大会　カデットの部　【男子の部】

※　全国大会出場枠：4名　　　3位まで表彰 令和３年９月４日（土）　あいづ総合体育館

※　ダブルス3回戦終了後より　13歳以下シングルス1回戦を始めます。

※　第一試合の審判は　14歳以下シングルスの同じ山の審判をお願いします。

※　以後は敗者審判とします。

　

1コートの第一試合
1コートで試合後、敗者審判とする

23コートの第一試合
23コートで試合後、敗者審判とする

決勝戦 優　勝

① ②

47 齋藤　忠寿 蓬莱TTC

金田　光織 チームA.T.C 93 金田　篤典 富久山卓球クラブ

平野卓球スポ少

22-1

23 佐藤　初興 あゆりジュニア 46 内山　瑛介 河東学園 70

郡山ふれあい 69 高橋　明希 郡山ふれあい 92 小手森　駿

表郷クラブ

7-1 29-1 36-1

22 大越　璃空 磐崎 45 瀧田　朝陽

大沼ジュニア 68 吉田　琉稀 大沼ジュニア 91 今野　陸叶

21-1

21 黒澤　航介 みなみクラブ 44 森田　倖生

小山　紳之輔 Mac's 90 瀬田　将生 一箕

6-1 28-1

20 土器屋　金時 舘岩 43 小野　航平 チームA.T.C 67

66 今野　晴晟 郡山第一クラブ 89 鈴木　海渡 磐崎

88 齋藤 佑馬 中村一

19 二瓶　陽 郡山第一クラブ 42 遠藤 大輔 中村一

18 横山 実 中村一 41 村椿　凌 喜多方卓球ランド 65 山口　雄輝 いわき卓球

64 佐々木　遼 富久山卓球クラブ 87 森田　泰匡 大沼ジュニア

チームA.T.C

13-1 35-1

17 岩月　健悟 Mac's 40 小川　翔平 郡山ふれあい

磐崎 63 新屋　結翔 塙 86 菅野　遥太

湯田　理来 田島

5-1 27-1

16 二瓶　大輝 いわき卓球 39 芳賀　永悟

15 木村　善 本宮卓球クラブ 38 櫻井　鳳雅 みなみクラブ

84 菱沼　魁人 ジャド卓球クラブ

12-1 34-1

62 野内　曖希 二本松卓球クラブ 85

14 島貫　裕之 チームA.T.C 37 船山　和輝 緑ケ丘

蓬莱TTC 83 向尾　幸村 あゆりジュニア

4-1 26-1

61 土屋 徹馬 磯部

富久山卓球クラブ

13 中野西　健斗 あゆりジュニア 36 原　鳳芽 本宮卓球クラブ 60 佐藤　史弥

あゆりジュニア 59 岩本　真爾 喜多方卓球ランド 82 遠宮　雄斗

勿来卓球クラブ 81 関根　颯音 須賀川三

12 伊藤　魁星 富久山卓球クラブ 35 栗崎　叶羽椰

11 齋藤　忠文 蓬莱TTC 34 伊藤 大和 中村一

80 今福　結心 T.C赤井沢

① 11-1 ② 33-1

58 正木　秀阿

10 芳賀　雄聖 大戸 33 渡邉　勝平 T.C赤井沢

一箕 79 小鍜治　蒼汰 勿来卓球クラブ

3-1 25-1

57 村上　大介 小原田

10-1 32-1

9 深谷　琉衣 あゆりジュニア 32 石井　亮汰 さくらスポ少 56 鈴木　優心

橋本　蒼人 郡山ふれあい 78 金子　眞彦 郡山ふれあい

2-1 24-1

8 渡部　柊真 城北TTC 31 鈴木　喜翔 郡山第一クラブ 55

54 渡辺　善亮 大玉 77 小菅　総司 喜多方卓球ランド

76 後藤　旭陽 蓬莱TTC

7 片山　海音 郡山ふれあい 30 鈴木　眞介 いわき卓球

6 相原　光希 勿来卓球クラブ 29 下平　太司 二本松卓球クラブ 53 酒井　　皐 あゆりジュニア

52 阿部 佑樹 中村一 75 岸本　脩雅 郡山第一クラブ

平三

9-1 31-1

5 武藤　日路 喜多方卓球ランド 28 道山　　武 須賀川スポ少

本宮卓球クラブ 51 佐藤　愁斗 みなみクラブ 74 長郷　大樹

北塩原一 73 岩月　優弥 Mac's

4 白石 大翔 向陽 27 菊地　瞳輝

3 丹野　偲月 T.C赤井沢 26 小檜山　太陽 喜多方卓球ランド

72 佐藤 優介 向陽

1-1 8-1 23-1 30-1

50 星　卓志

2 宮崎　遼太郎 須賀川三 25 渡邊 慧 向陽 49 鈴木　悠斗 仁井田

兼谷　遥斗 本宮卓球クラブ 71 大沼　裕貴 あゆりジュニア

男子１３歳以下シングルス (1) 男子１３歳以下シングルス (２)

1 本多　大和 本宮卓球クラブ 24 橋本　理陽人 郡山ふれあい 48



福島県卓球選手権大会　カデットの部　【男子の部】
※　全国大会出場枠：4名　　　3位まで表彰 令和３年９月４日（土）　あいづ総合体育館

※　ダブルス3回戦終了後より　13歳以下シングルス1回戦を始めます。

※　第一試合の審判は　14歳以下シングルスで同じ山の審判をお願いします。

※　その後、そのコートで14歳以下シングルスを行ってください。

1コートの第二試合
1コート審判後,1コートで試合

23コートの第二試合
23コート審判後,23コートで試合

① ②

郡山第一クラブ 93 遠藤　龍太 いわき卓球

47 松本　倫和 勿来卓球クラブ
決勝戦 優　勝

22-2

23 菅野　真矢 チームA.T.C 46 宮部　大樹 須賀川三 70 池田　悠真

69 笹山　大唯 ジャド卓球クラブ 92 吉田　光健 郡山三

7-2 29-2 36-2

22 淵脇　心優 高瀬 45 伊藤　成那 郡山第一クラブ

68 松本 優也 鹿島 91 後藤　陽喜 清水

蔵野 海州 原町一

21-2

21 岩渕　遥斗 泉 44 小池　大都 清水

20 五十嵐　渉 河東学園 43 渡部　愛斗 荒海

89 渡部　永久 喜多方卓球ランド

6-2 28-2

67 渡部　寛翔 城北TTC 90

19 大和田　吏士 郡山六 42 佐藤 皇之介 鹿島 66 幸坂　悠生 二本松一

65 山野辺　陸斗 赤井Ｊｒ卓球クラブ 88 菅野　善希 チームA.T.C

87 深谷　伊吹 表郷

18 新妻 賢明 ふたば未来学園 41 阿久津　到也 舘岩

17 桑田　眞大 勿来卓球クラブ 40 照井　斗和 白河二

泉 86 湯田　龍輝 舘岩

13-2 35-2

64 鈴木　快雅 あゆりジュニア

5-2 27-2

16 小椋　陸 舘岩 39 髙橋　佑太朗 梁川 63 那須　天壌

佐藤　聖矢 郡山ふれあい 85 赤沼　直哉 郡山五

12-2 34-2

15 今野　朝陽 表郷 38 若山 清哉 中村二 62

61 五十嵐　友磨 若松二 84 熊田　遥斗 須賀川三

中村二

4-2 26-2

14 山内　隆史 ジャド卓球クラブ 37 和田　祐樹 高瀬

蓬莱TTC 60 船木 幸輝 ふたば未来学園 83 四方 聡

岳陽 82 北館　走祐 草野

13 武沢 明音 尚英 36 渡部　虎士朗

北信

12 佐々木　悠 富久山卓球クラブ 35 栗崎　鈴也 あゆりジュニア 59 加藤　吏稀

中村一 58 丸子　広 本宮卓球クラブ 81 宍戸　蒼太
① 11-2 ② 33-2

11 山岸　大輝 みなみクラブ 34 下村 瞬

57 金澤　　仁 塙 80 丹野　剛月 船引

鹿島

3-2 25-2

10 物江　優人 富田 33 石澤　優心 富田

喜多方卓球ランド 56 レヴィンガーアトレイユ 若松一 79 佐久間 新太

渡部　陽大 荒海

10-2 32-2

9 大野　厳斗 小名浜一 32 武藤　凪琉

8 相澤 健二 原町一 31 中嶋　謙心 ジャド卓球クラブ

77 伊達　光汰 郡山第一クラブ

2-2 24-2

55 児山　颯 玉川 78

7 猪俣　葵 喜多方二 30 鈴木　琉音 赤井Ｊｒ卓球クラブ 54 遠藤　慧 チームA.T.C

53 今野 凱登 中村二 76 長谷川　笙梧 白河中央

75 島田　幸ノ佑 富田

6 深谷　莉玖 あゆりジュニア 29 石川　夢都 チームA.T.C

5 二瓶　庄大 郡山第一クラブ 28 吉武　陽汰 一箕

須賀川スポ少 74 桝田　蓮斗 小名浜二

9-2 31-2

52 栗城　来都 福島四

坂下

4 佐藤　　颯 白河中央 27 熊川 朋也 原町一 51 海老原　佳太

玉川 50 遠藤　潤人 船引 73 安部　旺汰

1-2 8-2 23-2 30-2

3 山﨑　優音 小名浜二 26 長澤　倖輝

49 齊藤　信雄 小名浜一 72 青山 悠珠 ふたば未来学園2 住吉　大斗 信夫 25 佐藤　拓真 若松二

五十嵐　心 喜多方卓球ランド 71 保住　青哉 T.C赤井沢

男子１４歳以下シングルス (1) 男子１４歳以下シングルス (２)

1 鈴木　空羽琉 城北TTC 24 片吉　勇 本宮卓球クラブ 48



期　日　： 令和３年９月５日（日）

会　場　： 猪苗代町総合体育館

主　催　： 一般社団法人福島県卓球協会

主　管　： 会 津 卓 球 協 会

後　援　： 猪苗代町教育委員会

協　力　： 猪苗代町卓球協会

【女子の部】

女子団体戦で銀ダルを獲得した日本女子チーム

令和３年度福島県卓球選手権大会（カデットの部）　兼
全日本卓球選手権大会（カデットの部）　福島県予選会

開会式
１ 開 式 の こ と ば

２ 優 勝 杯 返 還 中学1年以下男子シングルス 鈴木　空羽琉

中学1年以下女子シングルス 佐　藤　里　楠

中学２年以下男子シングルス 佐　藤　央　洋

中学２年以下女子シングルス 原　田　優　衣

男 子 ダ ブ ル ス 髙　橋　　　悠

男 子 ダ ブ ル ス 滝　沢　倖　也

女 子 ダ ブ ル ス 佐　藤　心　美

女 子 ダ ブ ル ス 千　葉　珠　音

３ 会 長 挨 拶 一社）福島県卓球協会 会長 斉　藤　一　美

４ 競 技 上 の 注 意 審 判 長 千　葉　清　子

５ 進 行 に つ い て 落　合　伸一郎

６ 感 染拡 大の 注意 落　合　伸一郎

７ 諸　連　絡 落　合　伸一郎

８ 会場使用上の注意 会 場 主 任 猪　俣　裕　一

９ 選 手 宣 誓 喜 多 方 卓 球 ラ ン ド 小檜山　結　菜

10 閉 式 の こ と ば

　開会式について

富久山卓球クラブ

喜多方卓球ランド

富久山卓球クラブ

富久山卓球クラブ

郡 山 第 一 ク ラ ブ

福 島 ジ ュ ニ ア

　○開会式は　ダブルス第一試合に参加する選手と審判員は指定されたコートで受けて下さい。

選手

ダブルスは令和元年度
紹介のみとなります

式　次　第

若 松 一 中

郡 山 第 一 ク ラ ブ



　※　競技上の注意
本大会は現行の日本卓球ルールを適用し実施します。

１．競技者はスポーツマンシップに則りルールを守りフェアプレーで競技を行ってください。

２．卓球台、ボール、用具、服装について

　・ボールは、日本卓球協会公認球　ニッタク　プラスチック　ボール　を使用します。

３．サービスは　正規のオープンハンドサービスを遵守して下さい。

４．服装・ゼッケンについて

　・半袖シャツ、ショーツ又はスカートは、JTTAの公認マーク付のものであること。

　・本年度発行　日本卓球協会ゼッケンを着用すること。

　・ダブルスは　ユニホームを揃えるようお願いします。

５．タイムアウト制は　全試合適用しない。

６．試合方法について

　・全試合　11本　5ゲームズマッチ（3ゲームズ先取）にて行います。

7．熱中症対策は各自にてお願いします。　はじめに水分補給を行なう事。

　※　新型コロナウイルスの感染拡大防止対策特別ルール
8.　全試合　ベンチ・アドバザーは無しとします。
9.　試合前後の握手は行なわず、但し、きちんと　相手・審判への礼をして下さい。
10.　各コート備え付けのアルコールスプレーにて　審判・選手は試合前後に手指の除菌を行なう。
11.　全てのゲームでチェンジエンドは行なわない。
12.　可能な限り　1試合1球制　を導入する。試合後の試合球は　使用済みの箱へ入れること。
13.　ラケット交換は交換して触ることはせず、相手がよく見えるように見せ合って下さい。
14.　試合以外の者は　マスク着用のこと。
15.　卓球台で　手の汗を拭くことは禁止する。
16.　声を出しての応援、声援は禁止とし、拍手のみとする。
17.　体調の悪い者は　無理せず、早めに進行席、所属長へ申し出ること。
18.　卓球台へのタオル掛けは禁止、各自カゴなどを用意しその上においてください。

　※　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．ゴミは必ず持ち帰ること。

３．ラバーの張替えを行なう場合は、進行に申し出て下さい。

４．館内放送が聞きにくいので、試合順番・時間をプログラムにて確認して下さい。

５．飲食は、指定された所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。

　　但し、結露による水滴落下の恐れがあるので、カバーをして下さい。

７．タオル等持ち物には　名前を記入して下さい。

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、出ない　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。

　　　器物破損時は　その個人、もしくは

　 　　　所属団体にて弁償していただきます。　

１１．大人の方の喫煙については、敷地内完全禁煙です。

　　　マナーをお守りください。

1

2 13 24

3 14 25

4 15 26

5 16 27

6 17 28

7 18 29

8 19 30

9 20 31

10 21 32

11 22 33

12 23 34

進行席　受付 出入口



　※　当日の入場制限について

開催体育館施設のガイドラインを遵守するため、また、選手の安全・安心を担保する

ために、　『無観客』　とします。　入館できる方は次の通りとします。

　１，出場する選手以外に　顧問・監督・コーチ・練習パートナー・保護者を含む　

　　各所属2名まで　とする。
　2，開催地区協会役員・スタッフ、進行・運営協力者

　3，報道関係者

　4，主催者が認めた者

　　検温と　『健康状態申告書』は　必ず提出して下さい。

　※　新型コロナウイルス対策に関する注意について

１．入館者は全員に適用いたしますますので、各所属の代表者の方は　選手・を含む

　　全員へ　周知徹底をお願いします。

２．出入り口では　必ず　手指のアルコール消毒をお願いします。

３．体育館内では　試合時の選手以外は　審判・待機選手・保護者・引率者・観戦者・

　　大会関係者は、アリーナ内・観客席・他において　マスク着用　を徹底してください。

４．観客席ほか、座席のある場所は　隣り合わせにならないように着座願います。

５．着座禁止の貼紙には腰掛けないようにして下さい。

6．２階席では　応援の際、ソーシャルディスタンス１ｍ以上を守ってください。

7．　観客席からの応援の際は　拍手のみで　声を出しての応援は禁止します。

8．体育館内　『3密』密集・密接・密閉　にならないように　ご協力願います。

　　更衣室やトイレ等の密閉された空間で、多くの方が密集・密接にならない様に願います。

9.　できるだけ、こまめに手洗いをお願いします。

10.　体調が悪い方の入館は固くお断りいたします。

11.　途中から体調が悪くなった方、発熱された方は、チーム責任者へ連絡の上、退館願います。

12.　マスクを忘れた方、無くなった方は　進行席に若干ご用意してあります。

13.　会場内での食事時は　"黙食"　を徹底し、また、食事中の方の近くでは会話を避けてください。

　【健康状態申告書について】
14.　体育館へ入館される方は　例外なく全員、当日の体温測定結果を記載した、

　　　『健康状態申告書』を提出して下さい。

　　提出は　各所属毎にまとめて、受付時に提出して下さい。

　　用紙を忘れた方、急に必要になった方は　用紙を受付にて用意してます。

　　体温測定を忘れた方は　非接触型体温計を　進行席に用意してあります。

15.　当日大会へ参加された選手関係者、体育館へご来場されました方が、後日、

　　新型コロナウイルスの感染・PCR検査等での陽性となった場合、所属長経由での

　　大会事務局への連絡をお願いします。

　【その他】
　　日常生活でも安心・安全の担保のため、スマホをご利用の方は

　への登録にご協力願います。　2週間以内の陽性者との接触などが確認できます。

福島県卓球協会は　福島県、開催市町村、開催地区卓球協会のガイドラインを遵守し、

また、日本卓球協会ガイドラインに沿っての開催準備を行なってきております。

『新しい卓球大会開催様式』　は　皆様のご協力が必須であります。

今後とも、選手・監督・保護者・観戦者・協会関係者の　安全・安心を担保するために

ご理解の上、ご協力をお願いいたします。

　尚、お気づきの点がございましたら　主催者側へご助言等をいただけましたら、今後の

改善項目として検討させていただきます。

※猪苗代町総合体育館は　敷地内禁煙ですので　喫煙される方はご注意願います。

新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA) COVID-19 Contact-Confirming Application



福島県卓球選手権大会　カデットの部　【女子の部】

令和３年９月５日（日）　猪苗代町総合体育館

※　全国大会出場枠：3チーム　　3位まで表彰

※　ダブルスの第一試合がある方と審判員は開会式はそのコートで受けてください。

※　第一試合の審判は　相互にてお願いします。　以後は敗者審判とします。

※　ダブルス3回戦終了後より　13歳以下シングルス1回戦を始めます。（審判は14歳以下の同じ山）

準決勝敗退チーム① 準決勝敗退チーム②

全国大会代表決定戦 第三代表

14-2

27
小菅　ねね

小檜山　芽生
喜多方卓球ランド

14-1
26-2

26
小田桐　菫
伊藤　舞

泉 53
宗像　真桜
米田　帆華

富久山卓球クラブ

14-3 26-1

25
松本　心優

佐々木　汐凪
中村一 52

岡部　心美
芳賀　優那

須賀川スポ少

11-1 22-3

24
駒木根　凌那
小林　花奈美

須賀川スポ少 51
小林　瑞幸
今野　周

中村一

10-2 25-1

23
馬上　優奈

高木　あすか
小名浜一 50

木村　愛音
小澤　奈桜

本宮卓球クラブ

10-1 22-2

22
大室　未来
渡部　瑠月

ジャド卓球クラブ 49
加藤　凪紗

根本　みすず
二本松一

14-4 22-1

21
秋元　愛美
川﨑　心美

富久山卓球クラブ 48
近藤　結愛
平野　美優

南会津

9-1

20
栁沼　夏帆
安斎　萌

本宮卓球クラブ 20-4 47
永山　和奏
松崎　夢

神谷クラブ
小名浜二

8-2
21-2

19
高橋　伶歓
金子　季琳

北会津 46
山岡　みなみ
西田　栞皐

鹿島

18
江尻　　葵
安田　七菜

あゆりジュニア 45
遠宮　みのり
苅宿　未来

富久山卓球クラブ

あゆりジュニア

8-1 21-1

8-3 20-3

17
三浦　衣織
佐藤　琉菜

二本松二 44
向尾　美桜
角田　　凛

7-1 20-1

16
鈴木　美咲
鉾建　音羽

向陽 43
佐藤　千紘
荻野　姫来

二本松卓球クラブ

42
仲村　香穂
竹森　英恵

勿来卓球クラブ

喜多方卓球ランド
桜の聖母学院

15
遠藤　真菜
瀧田　紗綾

郡山ふれあい
7-2 20-2

14-5 16-5

14
正木　巴結
齋藤　ルイ

勿来卓球クラブ 16-6 41
小檜山　結菜
福島　実夢

13
酒井　汐里
佐藤　優月

あゆりジュニア 40
古川　梨紗
苅宿　結衣

富久山卓球クラブ

12
愛澤　美那弥
小林　蒼空

向陽 39
荒井　優唯莉
佐藤　光莉

信夫
6-2 19-2

郡山第一クラブ 38
小鍜治　柚衣
三瓶　美咲

勿来卓球クラブ

6-1 19-1

10
蛯名　はるひ
見城　月菜

Team SANKYO
いわき卓球

37
髙野　葵衣
森　安南

鹿島

6-3 18-3

11
深谷　音花

松平　みはね

矢部　莉央
矢部　雅奈

喜多方卓球ランド

5-1 18-1

9
生江　未来
大塚　愛莉

喜多方卓球ランド
5-2 18-2

36

8
高橋　日和
山岸　百華

みなみクラブ 35
中村　美紅
小湊　優衣

白河南

7
水谷　綾希
寺澤　奏

鹿島 18-4 16-4 34

小原田 33
林田　愛永
冨田　杏海

向陽

4-1 17-1
植野　愛空
三浦　琉瑠

二本松二

5
中川　保南
石山　愛梨

福島二 32
渡邉　和奏
福田　紗也

郡山第一クラブ

4-2 16-2

6
凌　りくな

髙橋　穂乃佳

南会津 31
小倉　正恵
見城　柚妃

Team SANKYO

3-1 16-1

3
青田　凛

柳内　虹空
赤井Ｊｒ卓球クラブ 30

渡部　泉美
古川　柚杏

一箕

4-3 16-3

4
酒井　優歌
宗像　　蘭

29
馬場　彩菜
菊地　乃愛

富田

2-1 15-1

岡田　蒼衣
佐藤　優奈

玉川
いわき卓球

2
皆川　結衣
緑川　栞楠

表郷
2-2 第一試合コート番号 15-2

女子ダブルス

1
山内　愛永
佐藤　里楠

富久山卓球クラブ
第二試合コート番号

28



福島県卓球選手権大会　カデットの部　【女子の部】

※　全国大会出場枠：4名　　　3位まで表彰 令和３年９月５日（日）　猪苗代町総合体育館

※　第一試合の審判は　14歳以下シングルスの同じ山の審判をお願いします。

※　以後は敗者審判とします。

①

②

1コートの第一試合
1コートで試合後、敗者審判とする

23コートの第一試合
23コートで試合後、敗者審判とする

決勝戦 優　勝

① ②

勿来卓球クラブ

47 佐藤　優奈 いわき卓球 71 小菅　ねね 喜多方卓球ランド

日和田 70 大原　涼奈 船引 94 齋藤　ルイ

角田　萌夏 富久山卓球クラブ

22-1 30-1
23 福島　実夢 桜の聖母学院 46 鈴木萌々日

22 伹野 琴葉 鹿島 45 山田　実優 二本松三

92 佐藤　百華 チームA.T.C
7-1

ｺｰﾙ

69 荻野　姫来 二本松卓球クラブ 93

21 藤成　優杏 大沼ジュニア 44 矢部　雅奈 喜多方卓球ランド

富久山卓球クラブ 91 須藤　菜々美 あゆりジュニア

21-1 29-1
68 鈴木　心絆 あゆりジュニア

6-1
20 小澤　奈桜 本宮卓球クラブ 43 川﨑　心美 富久山卓球クラブ 67 大山　七聖

66 森 安南 鹿島 90 松本 心優 中村一19 伊藤　舞 泉 42 藤田　梨月 白河中央キッズ

古川　梨紗 富久山卓球クラブ 89 木村　愛音 本宮卓球クラブ

新井　七海 福島四

18 生江　未来 喜多方卓球ランド 41 阿部 百々花 BRAVE★STARS 65

17 山口 小春 中村一 40 小倉　正恵 Team SANKYO

秡川　亜美 表郷
13-1 28-1

ｺｰﾙ

64 雨谷　莉央 白河二 88

16 村上　祐佳 日和田 39 藤田　玲羽 表郷クラブ

ふたば未来学園 86 菅野　陽向 郡山第一クラブ

5-1
63 渡部　瑠月 ジャド卓球クラブ 87

15 柳内　虹空 赤井Ｊｒ卓球クラブ 38 島貫　恵梨 チームA.T.C

三穂田 85 大塚 心愛 鹿島
12-1 27-1

ｺｰﾙ

62 後藤 さゆき

4-1
14 星　　心花 白河二 37 中川　珀那 北塩原一 61 橋本　沙采

60 見城　柚紀 Team SANKYO 84 矢部　莉央 喜多方卓球ランド

83 苅宿　結衣 富久山卓球クラブ

13 飯田　実恩 ジャド卓球クラブ 36 安斎　萌 本宮卓球クラブ

12 渡邉　和奏 郡山第一クラブ 35 小檜山　芽生 喜多方卓球ランド 59 藤成　陽向 大沼ジュニア

58 小鍜治　柚衣 勿来卓球クラブ 82 菅野　瑠莉 松陽
11-1 26-1 34-1

11 見城　月菜 いわき卓球 34 本馬 琉愛 鹿島

57 松平みはね 郡山第一クラブ 81 桑島 柚奈 中村一

大塚　愛莉 喜多方卓球ランド

3-1
10 工　明瑛 昭和 33 佐藤　実菜美 安達

9 星　奈々子 郡山ザベリオ 32 村上　瑠空 大沼ジュニア

笹山　琴羽 富久山卓球クラブ

10-1 25-1 33-1
56 安田　ここみ 安達 80

8 角田　　凛 あゆりジュニア 31 菅原　令那 富久山卓球クラブ

富久山卓球クラブ 78 向尾　美桜 あゆりジュニア

2-1
55 佐藤　彩音 下郷 79

T.C赤井沢

7 苅宿　未来 富久山卓球クラブ 30 三瓶　美咲 勿来卓球クラブ 54 遠宮　みのり

須賀川スポ少 53 橋本　亜美 二本松二 77 佐藤　世菜

中村一 76 横田　　彩 小塩江

6 山岸　百華 みなみクラブ 29 芳賀　優那

5 小林　花奈美 須賀川スポ少 28 渡邊　楓子 郡山第一クラブ

Team SANKYO 75 原 埜々椛 鹿島
9-1 24-1 32-1

52 佐々木 汐凪

いわき卓球

4 大木戸 陽菜 鹿島 27 菅野　ことは 猪苗代卓球クラブ 51 蛯名　はるひ

西信 50 中川　姫咲 さくらスポ少 74 倉富　累
1-1 8-1 23-1 31-1

3 須貝　夏帆 大戸 26 田中　杏沙

49 宍戸　菓星 平野卓球スポ少 73 馬場　美空 南会津2 橘内　佑瑞葵 福大附属 25 森 そな 中村一

栁沼　夏帆 本宮卓球クラブ 72 福田　紗也 郡山第一クラブ

女子１３歳以下シングルス (1) 女子１３歳以下シングルス (２)

1 佐藤　里楠 富久山卓球クラブ 24 秋元　愛美 富久山卓球クラブ 48



福島県卓球選手権大会　カデットの部　【女子の部】

※　全国大会出場枠：4名　　　3位まで表彰 令和３年９月５日（日）　猪苗代町総合体育館

※　ダブルス3回戦終了後より　13歳以下シングルス1回戦を始めます。

※　第一試合の審判は　14歳以下シングルスで同じ山の審判をお願いします。

※　その後、そのコートで14歳以下シングルスを行ってください。

①

1コートの第二試合
1コート審判後,1コートで試合

23コートの第二試合
23コート審判後,23コートで試合

決勝戦 優　勝

① ②

富久山卓球クラブ

47 岡田　蒼衣 玉川 71 宗像　真桜 富久山卓球クラブ

富田 70 髙野 葵衣 鹿島 94 山内　愛永

渡邉　真結 白河二
22-2 30-2

23 鈴木 美咲 向陽 46 菊地　乃愛

22 城野　　凛 須賀川三 45 鈴木 さくら 原町一

92 小澤　りのん 大戸
7-2

ｺｰﾙ

69 大宮　彩和子 福大附属 93

21 馬場　彩菜 富田 44 目黒　真由 只見

下郷 91 小田桐　菫 泉
21-2 29-2

68 上野　蒼空 浅川

6-2
20 馬上　優奈 小名浜一 43 吉田　彩夏 船引南 67 板橋　祐奈

66 仲村　香穂 勿来卓球クラブ 90 西田 栞皐 鹿島19 湯座　凛 福大附属 42 渡邉　優奈 須賀川三

寺島 楓恋 磯部 89 皆川　結衣 表郷

佐藤　愛華 小原田

18 近藤　結愛 南会津 41 高橋　日和 みなみクラブ 65

17 松崎　夢 小名浜二 40 池澤　穂華 郡山三

斎藤　優奈 下郷
13-2 28-2

ｺｰﾙ

64 佐野　遙花 高田 88

16 中村　美海 郡山六 39 駒木根　凌那 須賀川スポ少

二本松二 86 竹森　英恵 勿来卓球クラブ

5-2
63 瀧田　紗綾 郡山ふれあい 87

15 川音　愛湖 浅川 38 沼内 遥香 鹿島

平一 85 菊地 美乃 中村二
12-2 27-2

ｺｰﾙ

62 三浦　衣織

4-2
14 三野宮 美里 中村二 37 狩野　静来 平一 61 道幸　遥香

60 小湊　優衣 白河南 84 植野　愛空 二本松二

83 永山　和奏 神谷クラブ

13 髙橋穂乃佳 小原田 36 船田　惟 高田

12 三浦　琉瑠 二本松二 35 山岡 みなみ 鹿島 59 深谷　音花 郡山第一クラブ

58 根本　みすず 二本松一 82 佐野　陽波 原町一

②

11-2 26-2 34-2
11 佐藤　優月 あゆりジュニア 34 瓜生　駒子 会北

57 岡部　心美 須賀川スポ少 81 加藤　凪紗 二本松一

丹治明日美 富田
3-2

10 狩野 ちな 原町一 33 佐藤　玲 勿来卓球クラブ

9 荒井　優唯莉 信夫 32 佐藤　千紘 二本松卓球クラブ

渡辺　千晴 鏡石
10-2 25-2 33-2

56 池亀　紗弥 一箕 80

8 吹上　媛香 三島 31 遠藤　理央 鏡石

中村一 78 渡邉　葉月 一箕
2-2

55 横田　花穂 小原田 79

緑ケ丘

7 遠藤　真菜 郡山ふれあい 30 凌　りくな 小原田 54 小林 瑞幸

ジャド卓球クラブ 53 髙橋　優奈 二本松三 77 佐藤　音羽

小名浜一 76 佐藤　彩乃 福島四

6 正木　巴結 勿来卓球クラブ 29 大室　未来

5 小椋　涼子 下郷 28 大谷　里奈 小名浜一

郡山三 75 水谷 綾希 鹿島
9-2 24-2 32-2

52 髙木　あすか

高田

4 寺澤 奏 鹿島 27 石川　輝星 郡山ふれあい 51 石井　千瑛

中村一 50 江尻　　葵 あゆりジュニア 74 佐藤　怜未
1-2 8-2 23-2 31-2

3 小針　麻菜 中島 26 今野 周

49 田村 結永 原町一 73 青木　優奈 小名浜一2 橋本　くるみ 二本松一 25 古川　柚杏 一箕

小檜山　結菜 喜多方卓球ランド 72 酒井　汐里 あゆりジュニア

女子１４歳以下シングルス (1) 女子１４歳以下シングルス (２)

1 米田　帆華 富久山卓球クラブ 24 中村　美紅 白河南 48



1.　大　会　名　：

2.　開　催　日　： 男子の部　令和３年９月４日（土）　９：００～１７：００

3.　会　　場　　： 　　あいづ総合体育館　　３６台

女子の部　令和３年９月５日（日）　９：００～１７：００

　　猪苗代町総合体育館　　３４台

4.　主　　催　　： 一般社団法人福島県卓球協会

　　主　　管　　： 会津卓球協会

　　協　力　　： 猪苗代町卓球協会

5.　参 加 者 数　： 種目 男子 女子 合計

中学１年以下シングルス 93 94 187

中学２年以下シングルス 93 94 187

ダブルス（組） 44 53 97

合計 230 241 471

※　新型コロナウイルス感染拡大対策を施しての大会。

6.　大　会　記　録

種目 優勝 第2位 第3位 第3位

〒966-0073　福島県喜多方市字中町2892

FAX　0241-23-9123

携帯電話　090-2277-2613

E-Mail　info@takkyuland.com

男子
ダブルス

女子
ダブルス

令和３年度福島県卓球選手権大会（カデットの部）　大会記録

中学２年以下
男子シングルス

中学２年以下
女子シングルス

中学１年以下
男子シングルス

中学１年以下
女子シングルス

卓　球　大　会　記　録

令和３年度福島県卓球選手権大会（カデットの部）　兼
全日本卓球選手権大会（カデットの部）　福島県予選会

※　上記記録に関するお問合せ先：一般社団法人福島県卓球協会　五十嵐修二






