
第４１回福島県クラブ卓球大会

2021年11月3日

本宮総合体育館

小学３年以下男子
コート

原　鳳芽 今福 叶望 長郷　樹
本宮卓球クラブ T.C赤井沢　 Team SANKYO
深谷　統雅 小澤　佑眞 遠藤　伝
郡山第一卓球クラブ 本宮卓球クラブ いわき卓球
鈴木　誠矢 岸本　郷雅 矢部　敬太
蓬莱TTC 郡山第一卓球クラブ 喜多方卓球ランド

木村　善 平栗　颯人 渡部　永望
本宮卓球クラブ 富久山卓球クラブ 喜多方卓球ランド

齋藤　忠文 渡邉 勝晴 近野　葵
蓬莱TTC T.C赤井沢　 郡山第一卓球クラブ

１位２位トーナメント ※３ゲームスマッチ２ゲーム先取
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第４１回福島県クラブ卓球大会

2021年11月3日

本宮総合体育館

小学３年以下女子

三瓶美咲 遠宮　真結 野川　杏花 遠藤　宇咲
勿来卓球クラブ 富久山卓球クラブ須賀川市卓球スポーツ少年団いわき卓球
鈴木　心都 近野　怜緒 三瓶奏美
富久山卓球クラブ郡山第一卓球クラブ勿来卓球クラブ
矢部　雅奈 新妻　由萌 竹森心晴
喜多方卓球ランドTeam SANKYO 勿来卓球クラブ
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第４１回福島県クラブ卓球大会

2021年11月3日

本宮総合体育館

小学６年以下男子

伊藤　魁星 小鍜治蒼汰 中野西　健斗 森田　泰匡
富久山卓球クラブ 勿来卓球クラブ あゆりジュニア 大沼ジュニア
向尾　幸村 菱沼　魁人 渡部　永暉
あゆりジュニア ジャド卓球クラブ 喜多方卓球ランド

吉田　琉稀 高橋　拓己 渡邉 勝平
大沼ジュニア 郡山第一卓球クラブ T.C赤井沢　
酒井　皐 鈴木　悠生 山田　拓輝
あゆりジュニア Team SANKYO 富久山卓球クラブ

武藤　日路 丹野 偲月 小野　航平
喜多方卓球ランド T.C赤井沢　 チームA.T.C
今野　晴晟 小菅　総司 二瓶　大輝
郡山第一卓球クラブ 喜多方卓球ランド いわき卓球
正木秀阿 橋本　蒼人 山岸　輝樹
勿来卓球クラブ 郡山ふれあい卓球センター みなみクラブ
佐々木　遼 島貫　裕之 大平朔也
富久山卓球クラブ チームA.T.C 勿来卓球クラブ
佐藤　愁斗 相原光希 荒木　蒼生
みなみクラブ 勿来卓球クラブ 富久山卓球クラブ

岩本　真爾 黒澤　航介 荒木　貴翔
喜多方卓球ランド みなみクラブ 富久山卓球クラブ

菊地　瞳輝 小檜山　太陽 今福 結心
本宮卓球クラブ 喜多方卓球ランド T.C赤井沢　
遠宮　雄斗 佐藤　優斗 石井　大陽
富久山卓球クラブ あゆりジュニア 郡山第一卓球クラブ

栗崎　叶羽椰 香野　歩夢 久保　拓登
あゆりジュニア 郡山第一卓球クラブ いわき卓球
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2021年11月3日

本宮総合体育館

小学６年以下女子

福田　紗也 角田　萌夏 柴田夏海 芳賀　優那
郡山第一卓球クラブ 富久山卓球クラブ 勿来卓球クラブ 須賀川市卓球スポーツ少年団

遠宮　みのり 角田　凛 川﨑　心美
富久山卓球クラブ あゆりジュニア いわき卓球
山岸　百華 村上　瑠空 小澤　奈桜
みなみクラブ 大沼ジュニア 本宮卓球クラブ
見城　柚妃 菅原　令那 渡邊　楓子
Team SANKYO 富久山卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ

矢部　莉央 佐藤　明奈 渡部　瑠月
喜多方卓球ランド 富久山卓球クラブ ジャド卓球クラブ

苅宿　結衣 木村　愛音 藤成　優杏
富久山卓球クラブ 本宮卓球クラブ 大沼ジュニア
小鍜治柚衣 大山　七聖 菅野　陽向
勿来卓球クラブ 富久山卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ

安斎　萌 倉富　累 須藤　菜々美
本宮卓球クラブ いわき卓球 あゆりジュニア
藤成　陽向 鈴木　心絆 安西　凜真
大沼ジュニア あゆりジュニア ジャド卓球クラブ

見城　月菜 荻野　姫来 笹山　琴羽
いわき卓球 二本松卓球クラブ 富久山卓球クラブ

小檜山　芽生 藤田　梨月 苅宿　未来
喜多方卓球ランド 白河中央キッズ 富久山卓球クラブ
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第４１回福島県クラブ卓球大会

2021年11月3日

本宮総合体育館

中学２年以下男子
コート

遠藤　龍太 関根　颯音 笹山　大唯
いわき卓球 須賀川市卓球スポーツ少年団 ジャド卓球クラブ

丸子　広 安藤　玲唯 岸本　脩雅
本宮卓球クラブ 塙中学校 郡山第一卓球クラブ

村椿　凌 阿部　真斗 大塚　裕斗
喜多方卓球ランド 富久山卓球クラブ ジャド卓球クラブ

池田　悠真 佐藤　史弥 荒川　昊誠
郡山第一卓球クラブ 蓬莱TTC 喜多方卓球ランド

金田　光織 加藤　吏稀 内山　富心
チームA.T.C みなみクラブ あゆりジュニア
齋藤　忠寿 森田　倖生 小平　隆志
蓬莱TTC 大沼ジュニア 二本松卓球クラブ

片吉　勇 髙田　遼介 遠藤　慧
本宮卓球クラブ 白河中央キッズ チームA.T.C
伊達　光汰 丹野 剛月 桑名　快人
郡山第一卓球クラブ T.C赤井沢　 郡山第一卓球クラブ

菅野　真矢 根本　昊來 佐々木　智広
チームA.T.C 本宮卓球クラブ 蓬莱TTC
佐々木　悠 髙橋　祐太朗 二瓶　陽
富久山卓球クラブ ジャド卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ

山岸　大輝 武藤　凪琉 長郷　大樹
みなみクラブ 喜多方卓球ランド Team SANKYO
佐藤　初興 幸坂　悠生 小飯田　陽向
あゆりジュニア 二本松卓球クラブ 本宮第一中学校
石川　夢都 野内　曖希 櫻井　鳳雅
チームA.T.C 二本松卓球クラブ みなみクラブ
大沼　裕貴 宮崎　遼太郎 三浦　琉翔
あゆりジュニア 須賀川市卓球スポーツ少年団 蓬莱TTC
鈴木　喜翔 菅野　善希 伊藤　成那
富久山卓球クラブ チームA.T.C 郡山第一卓球クラブ

保住 青哉 吉田　光健 鈴木　快雅
T.C赤井沢　 郡山第一卓球クラブ あゆりジュニア
渡部　虎士朗 渡部　永久 鈴木　智仁
蓬莱TTC 喜多方卓球ランド Team SANKYO
兼谷　遥斗 猪狩　健太 長谷川　笙悟
本宮卓球クラブ 富久山卓球クラブ 中島クラブ
金田　篤典 児山　颯 中嶋　謙心
富久山卓球クラブ いわき卓球 ジャド卓球クラブ

後藤　旭陽 二瓶　庄大 宍戸　健祐
蓬莱TTC 郡山第一卓球クラブ みなみクラブ
本多 大和 荒井　大地 新屋　絢翔
本宮卓球クラブ 喜多方卓球ランド 塙中学校
栗崎　鈴也 下平　太司 小原　義弥
あゆりジュニア 二本松卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ

橋本　理陽人 吉田　悠来 小針　昇大
郡山ふれあい卓球センター 白河中央キッズ あゆりジュニア
五十嵐　心 齋藤　佑馬 山内　隆史
喜多方卓球ランド セブンクラブ ジャド卓球クラブ
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第４１回福島県クラブ卓球大会

2021年11月3日

本宮総合体育館

各位トーナメント

遠藤　龍太 関根　颯音 笹山　大唯
いわき卓球 須賀川市卓球スポーツ少年団 ジャド卓球クラブ

丸子　広 安藤　玲唯 岸本　脩雅
本宮卓球クラブ 塙中学校 郡山第一卓球クラブ

村椿　凌 阿部　真斗 大塚　裕斗
喜多方卓球ランド 富久山卓球クラブ ジャド卓球クラブ

池田　悠真 佐藤　史弥 荒川　昊誠
郡山第一卓球クラブ 蓬莱TTC 喜多方卓球ランド

金田　光織 加藤　吏稀 内山　富心
チームA.T.C みなみクラブ あゆりジュニア
齋藤　忠寿 森田　倖生 小平　隆志
蓬莱TTC 大沼ジュニア 二本松卓球クラブ

片吉　勇 髙田　遼介 遠藤　慧
本宮卓球クラブ 白河中央キッズ チームA.T.C
伊達　光汰 丹野 剛月 桑名　快人
郡山第一卓球クラブ T.C赤井沢　 郡山第一卓球クラブ

菅野　真矢 根本　昊來 佐々木　智広
チームA.T.C 本宮卓球クラブ 蓬莱TTC
佐々木　悠 髙橋　祐太朗 二瓶　陽
富久山卓球クラブ ジャド卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ

山岸　大輝 武藤　凪琉 長郷　大樹
みなみクラブ 喜多方卓球ランド Team SANKYO
佐藤　初興 幸坂　悠生 小飯田　陽向
あゆりジュニア 二本松卓球クラブ 本宮第一中学校
石川　夢都 野内　曖希 櫻井　鳳雅
チームA.T.C 二本松卓球クラブ みなみクラブ
大沼　裕貴 宮崎　遼太郎 三浦　琉翔
あゆりジュニア 須賀川市卓球スポーツ少年団 蓬莱TTC
鈴木　喜翔 菅野　善希 伊藤　成那
富久山卓球クラブ チームA.T.C 郡山第一卓球クラブ

保住 青哉 吉田　光健 鈴木　快雅
T.C赤井沢　 郡山第一卓球クラブ あゆりジュニア
渡部　虎士朗 渡部　永久 鈴木　智仁
蓬莱TTC 喜多方卓球ランド Team SANKYO
兼谷　遥斗 猪狩　健太 長谷川　笙悟
本宮卓球クラブ 富久山卓球クラブ 中島クラブ
金田　篤典 児山　颯 中嶋　謙心
富久山卓球クラブ いわき卓球 ジャド卓球クラブ

後藤　旭陽 二瓶　庄大 宍戸　健祐
蓬莱TTC 郡山第一卓球クラブ みなみクラブ
本多 大和 荒井　大地 新屋　絢翔
本宮卓球クラブ 喜多方卓球ランド 塙中学校
栗崎　鈴也 下平　太司 小原　義弥
あゆりジュニア 二本松卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ

橋本　理陽人 吉田　悠来 小針　昇大
郡山ふれあい卓球センター 白河中央キッズ あゆりジュニア
五十嵐　心 齋藤　佑馬 山内　隆史
喜多方卓球ランド セブンクラブ ジャド卓球クラブ
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　２位トーナメント　１ゲームズマッチ
　３位トーナメント　１ゲームスマッチ
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第４１回福島県クラブ卓球大会

2021年11月3日

本宮総合体育館

中学２年以下女子

山内　愛永 小林　花奈美 安田　ここみ 竹森英恵
富久山卓球クラブ 須賀川市卓球スポーツ少年団 二本松卓球クラブ 勿来卓球クラブ
高橋　日和 植野　愛空 川﨑　心美
みなみクラブ 二本松卓球クラブ 富久山卓球クラブ

深谷　音花 小黒　瑞姫 渡邊　仁菜
郡山第一卓球クラブ 白河中央キッズ 平三中
佐藤　優奈 草野　咲希 蛯名　はるひ
いわき卓球 平三中 Team SANKYO
酒井　汐里 大塚　愛莉 佐藤　瑠菜
あゆりジュニア 喜多方卓球ランド 二本松卓球クラブ

米田　帆華 大友　結愛 久保野谷　和香
富久山卓球クラブ 中島クラブ 二本松卓球クラブ

正木巴結 草野　羽那 大室　未来
勿来卓球クラブ 平三中 ジャド卓球クラブ

古川　梨紗 向尾　美桜 志賀　史佳
富久山卓球クラブ あゆりジュニア 平三中
小檜山　結菜 根本　みすず 島貫　恵梨
喜多方卓球ランド 二本松卓球クラブ チームA.T.C
宗像　真桜 和知　夢音 三浦　衣織
富久山卓球クラブ 白河中央キッズ 二本松卓球クラブ

小倉　正恵 佐藤　千紘 駒木根　凌那
Team SANKYO 二本松卓球クラブ 須賀川市卓球スポーツ少年団

渡邉　和奏 鈴木　千晴 草野　彩華
郡山第一卓球クラブ 中島クラブ 平三中
栁沼　夏帆 松崎　夢 安田　七菜
本宮卓球クラブ いわき卓球 あゆりジュニア
小菅　ねね 仲村香穂 佐藤　実菜美
喜多方卓球ランド 勿来卓球クラブ 二本松卓球クラブ

齋藤ルイ 飯田　実恩 志賀　百花
勿来卓球クラブ ジャド卓球クラブ 平三中
佐藤　優月 三浦　琉瑠 秋元　愛美
あゆりジュニア 二本松卓球クラブ 富久山卓球クラブ

松平　みはね 髙橋　璃妃 岡部　心美
郡山第一卓球クラブ 平三中 須賀川市卓球スポーツ少年団

佐藤　里楠 江尻　葵 穂積　知佳
富久山卓球クラブ あゆりジュニア 塙中学校
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第４１回福島県クラブ卓球大会

2021年11月3日

本宮総合体育館

各位トーナメント（１位・２位）

山内　愛永 小林　花奈美 安田　ここみ 竹森英恵
富久山卓球クラブ 須賀川市卓球スポーツ少年団 二本松卓球クラブ 勿来卓球クラブ
高橋　日和 植野　愛空 川﨑　心美
みなみクラブ 二本松卓球クラブ 富久山卓球クラブ

深谷　音花 小黒　瑞姫 渡邊　仁菜
郡山第一卓球クラブ 白河中央キッズ 平三中
佐藤　優奈 草野　咲希 蛯名　はるひ
いわき卓球 平三中 Team SANKYO
酒井　汐里 大塚　愛莉 佐藤　瑠菜
あゆりジュニア 喜多方卓球ランド 二本松卓球クラブ

米田　帆華 大友　結愛 久保野谷　和香
富久山卓球クラブ 中島クラブ 二本松卓球クラブ

正木巴結 草野　羽那 大室　未来
勿来卓球クラブ 平三中 ジャド卓球クラブ

古川　梨紗 向尾　美桜 志賀　史佳
富久山卓球クラブ あゆりジュニア 平三中
小檜山　結菜 根本　みすず 島貫　恵梨
喜多方卓球ランド 二本松卓球クラブ チームA.T.C
宗像　真桜 和知　夢音 三浦　衣織
富久山卓球クラブ 白河中央キッズ 二本松卓球クラブ

小倉　正恵 佐藤　千紘 駒木根　凌那
Team SANKYO 二本松卓球クラブ 須賀川市卓球スポーツ少年団

渡邉　和奏 鈴木　千晴 草野　彩華
郡山第一卓球クラブ 中島クラブ 平三中
栁沼　夏帆 松崎　夢 安田　七菜
本宮卓球クラブ いわき卓球 あゆりジュニア
小菅　ねね 仲村香穂 佐藤　実菜美
喜多方卓球ランド 勿来卓球クラブ 二本松卓球クラブ

齋藤ルイ 飯田　実恩 志賀　百花
勿来卓球クラブ ジャド卓球クラブ 平三中
佐藤　優月 三浦　琉瑠 秋元　愛美
あゆりジュニア 二本松卓球クラブ 富久山卓球クラブ

松平　みはね 髙橋　璃妃 岡部　心美
郡山第一卓球クラブ 平三中 須賀川市卓球スポーツ少年団

佐藤　里楠 江尻　葵 穂積　知佳
富久山卓球クラブ あゆりジュニア 塙中学校

３位４位トーナメント ※１ゲームスマッチ

山内　愛永 小林　花奈美 安田　ここみ 竹森英恵
富久山卓球クラブ 須賀川市卓球スポーツ少年団 二本松卓球クラブ 勿来卓球クラブ
高橋　日和 植野　愛空 川﨑　心美
みなみクラブ 二本松卓球クラブ 富久山卓球クラブ

深谷　音花 小黒　瑞姫 渡邊　仁菜
郡山第一卓球クラブ 白河中央キッズ 平三中
佐藤　優奈 草野　咲希 蛯名　はるひ
いわき卓球 平三中 Team SANKYO
酒井　汐里 大塚　愛莉 佐藤　瑠菜
あゆりジュニア 喜多方卓球ランド 二本松卓球クラブ

米田　帆華 大友　結愛 久保野谷　和香
富久山卓球クラブ 中島クラブ 二本松卓球クラブ

正木巴結 草野　羽那 大室　未来
勿来卓球クラブ 平三中 ジャド卓球クラブ

古川　梨紗 向尾　美桜 志賀　史佳
富久山卓球クラブ あゆりジュニア 平三中
山内　愛永 小林　花奈美 安田　ここみ 竹森英恵
富久山卓球クラブ 須賀川市卓球スポーツ少年団 二本松卓球クラブ 勿来卓球クラブ
小檜山　結菜 根本　みすず 島貫　恵梨
喜多方卓球ランド 二本松卓球クラブ チームA.T.C
宗像　真桜 和知　夢音 三浦　衣織
富久山卓球クラブ 白河中央キッズ 二本松卓球クラブ

小倉　正恵 佐藤　千紘 駒木根　凌那
Team SANKYO 二本松卓球クラブ 須賀川市卓球スポーツ少年団

渡邉　和奏 鈴木　千晴 草野　彩華
郡山第一卓球クラブ 中島クラブ 平三中
栁沼　夏帆 松崎　夢 安田　七菜
本宮卓球クラブ いわき卓球 あゆりジュニア
小菅　ねね 仲村香穂 佐藤　実菜美
喜多方卓球ランド 勿来卓球クラブ 二本松卓球クラブ

齋藤ルイ 飯田　実恩 志賀　百花
勿来卓球クラブ ジャド卓球クラブ 平三中
佐藤　優月 三浦　琉瑠 秋元　愛美
あゆりジュニア 二本松卓球クラブ 富久山卓球クラブ

松平　みはね 髙橋　璃妃 岡部　心美
郡山第一卓球クラブ 平三中 須賀川市卓球スポーツ少年団

佐藤　里楠 江尻　葵 穂積　知佳
富久山卓球クラブ あゆりジュニア 塙中学校
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第４１回福島県クラブ卓球大会

2021年11月3日

本宮総合体育館

一般男子
コート

高橋 隼人 田中　秀征 髙橋　直希
福卓会　 RED FOX 二本松工業高等学校

蛭田　南央斗 國分　　昊 石川　慧悟
学校法人石川高等学校 福島東稜高等学校 福島高校
安原　　成 安齋　倖 根本　陽生
福島東稜高等学校 聖光学院高校 二本松工業高等学校

船生　岳冬 道山　海斗 藤田渉吾
いわき卓球 学法福島高等学校　 BRAVE
滝沢　倖也 根本　弘康 小林　優斗
安積高等学校 K.CONNECT 学校法人石川高等学校

大内雅之 荒川　雄斗 横山　貴大
福卓会 二本松工業高等学校 K.T.T.F
若松　龍志郎 佐藤　　陸 齋藤　稜太
富久山卓球クラブ 福島東稜高等学校 セブンクラブ
大山　元気 佐久間　大和 丹治　璃空
福島東稜高等学校 学校法人石川高等学校 福島高校
栗崎　正勝 菅野　大智 濱津　尚人
あゆりジュニア 福島成蹊高校 RED FOX
片吉　　章 岡部　陽斗 樫村　真生
二本松工業高等学校 学校法人石川高等学校 安積高等学校
大澤　柊 羽田　暖季 吉村　治希
平工業高校 学法福島高等学校　 あゆりジュニア
岩本爾郎 梅津大徳 時雨　柚熙
福卓会 杉　卓　会 福島高校
宗正樹 斎藤　遥 小林　蓮
相馬クラブ 学法福島高等学校　 学校法人石川高等学校

菅原　光太 大和田大地 石山浩太
福島東稜高等学校 白河実業高校 杉　卓　会
安原　大輔 小林　幸輝 小針　悠大
ジャド卓球クラブ 学校法人石川高等学校 中島クラブ
鹿俣　　葵 安部　勇之介 水野　知也
福島東稜高等学校 安積高等学校 二本松卓球クラブ

桑原 敬人 二階堂　零 佐藤　伶也
T.C赤井沢　 二本松工業高等学校 小高産業技術高校

加藤　大馳 齋藤　晃輔 古関　裕大
福島成蹊高校 学法福島高等学校　 福島東稜高等学校

本多 和真 神野　博和 江川　俊貴
福卓会　 すみれ卓球クラブ 二本松工業高等学校

余西恵太朗 保住　宏 陣野　雅也
白河高等学校 RED FOX 学校法人石川高等学校

佐藤　翔太 伊藤　義克 遠藤　幸汰
福島東稜高等学校 エフ・スポーツ 　FREEDOM
原　愛生斗 星野寛輝 伊藤　亮凱
福島東稜高等学校 杉　卓　会 RED FOX
樋口　裕 湯田　伊吹 狩野　由佑
　FREEDOM 福島東稜高等学校 福島高校
菅野一紀　 畠　悠悟 瀧浪　優広
福卓会 本宮卓球クラブ 学校法人石川高等学校

酒井　陸 菅野　希空 今井　　舜
Unite 福島成蹊高校 学校法人石川高等学校

志賀　亘佑 小山田　基之 大河原　健斗
みなみクラブ K.CONNECT 　FREEDOM
佐藤 宏樹 成富　結飛 野本　幸平
福卓会　 中島クラブ 福島高校
本多　泰知 北村　　仁 飯杉　智矢
福島東稜高等学校 二本松工業高等学校 セブンクラブ
霜山　優希 鈴木　隼人 荒川　良樹
ジャド卓球クラブ 学法福島高等学校　 二本松工業高等学校

加藤　昂 横山　貴大 佐藤　和真
RED FOX K.T.T.F 小高産業技術高校

中井　大聖 湯田　真人 菅野　淳一
Unite 安積高等学校 須賀川スポ少
佐藤 拓郎 加藤　一樹 濱津　尚人
福卓会　 小高産業技術高校 RED FOX
布施　護 河村　大介 齋藤　忠宏
K.T.T.F RED FOX 福島東稜高等学校

本田　一成 吉成　　海 村上　雄一
福島東稜高等学校 学校法人石川高等学校 すみれ卓球クラブ

佐藤　央洋 櫻井　豹真 髙尾　将希
富久山卓球クラブ みなみクラブ RED FOX
橋本　龍馬 佐々木　倖汰 十二所大河
福島東稜高等学校 二本松工業高等学校 相馬クラブ
遠藤　駿介 小野寺　優大 根本　悠里
　FREEDOM K.T.T.F 二本松工業高等学校

小池　開 草野太陽 橋本　拓海
みなみクラブ 白河実業高校 福島高校
吉田　裕雪 柏谷　潔 渡辺　諒豊
平工業高校 本宮卓球クラブ 二本松工業高等学校

中村　有志 緑川　旺甫 國分大郁
学法福島高等学校　 学校法人石川高等学校 BRAVE
鈴木正登 三川　春瑠 大内万輝
トーアエイヨー 安積高等学校 安達東高校
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第４１回福島県クラブ卓球大会

2021年11月3日

本宮総合体育館

各位トーナメント

高橋 隼人 田中　秀征 髙橋　直希
福卓会　 RED FOX 二本松工業高等学校

蛭田　南央斗 國分　　昊 石川　慧悟
学校法人石川高等学校 福島東稜高等学校 福島高校
安原　　成 安齋　倖 根本　陽生
福島東稜高等学校 聖光学院高校 二本松工業高等学校

船生　岳冬 道山　海斗 藤田渉吾
いわき卓球 学法福島高等学校　 BRAVE
滝沢　倖也 根本　弘康 小林　優斗
安積高等学校 K.CONNECT 学校法人石川高等学校

大内雅之 荒川　雄斗 横山　貴大
福卓会 二本松工業高等学校 K.T.T.F
若松　龍志郎 佐藤　　陸 齋藤　稜太
富久山卓球クラブ 福島東稜高等学校 セブンクラブ
大山　元気 佐久間　大和 丹治　璃空
福島東稜高等学校 学校法人石川高等学校 福島高校
栗崎　正勝 菅野　大智 濱津　尚人
あゆりジュニア 福島成蹊高校 RED FOX
片吉　　章 岡部　陽斗 樫村　真生
二本松工業高等学校 学校法人石川高等学校 安積高等学校
大澤　柊 羽田　暖季 吉村　治希
平工業高校 学法福島高等学校　 あゆりジュニア
岩本爾郎 梅津大徳 時雨　柚熙
福卓会 杉　卓　会 福島高校
宗正樹 斎藤　遥 小林　蓮
相馬クラブ 学法福島高等学校　 学校法人石川高等学校

菅原　光太 大和田大地 石山浩太
福島東稜高等学校 白河実業高校 杉　卓　会
安原　大輔 小林　幸輝 小針　悠大
ジャド卓球クラブ 学校法人石川高等学校 中島クラブ
鹿俣　　葵 安部　勇之介 水野　知也
福島東稜高等学校 安積高等学校 二本松卓球クラブ

桑原 敬人 二階堂　零 佐藤　伶也
T.C赤井沢　 二本松工業高等学校 小高産業技術高校

加藤　大馳 齋藤　晃輔 古関　裕大
福島成蹊高校 学法福島高等学校　 福島東稜高等学校

本多 和真 神野　博和 江川　俊貴
福卓会　 すみれ卓球クラブ 二本松工業高等学校

余西恵太朗 保住　宏 陣野　雅也
白河高等学校 RED FOX 学校法人石川高等学校

佐藤　翔太 伊藤　義克 遠藤　幸汰
福島東稜高等学校 エフ・スポーツ 　FREEDOM
原　愛生斗 星野寛輝 伊藤　亮凱
福島東稜高等学校 杉　卓　会 RED FOX
樋口　裕 湯田　伊吹 狩野　由佑
　FREEDOM 福島東稜高等学校 福島高校
菅野一紀　 畠　悠悟 瀧浪　優広
福卓会 本宮卓球クラブ 学校法人石川高等学校

酒井　陸 菅野　希空 今井　　舜
Unite 福島成蹊高校 学校法人石川高等学校

志賀　亘佑 小山田　基之 大河原　健斗
みなみクラブ K.CONNECT 　FREEDOM
佐藤 宏樹 成富　結飛 野本　幸平
福卓会　 中島クラブ 福島高校
本多　泰知 北村　　仁 飯杉　智矢
福島東稜高等学校 二本松工業高等学校 セブンクラブ
霜山　優希 鈴木　隼人 荒川　良樹
ジャド卓球クラブ 学法福島高等学校　 二本松工業高等学校

加藤　昂 横山　貴大 佐藤　和真
RED FOX K.T.T.F 小高産業技術高校

中井　大聖 湯田　真人 菅野　淳一
Unite 安積高等学校 須賀川スポ少
佐藤 拓郎 加藤　一樹 濱津　尚人
福卓会　 小高産業技術高校 RED FOX
布施　護 河村　大介 齋藤　忠宏
K.T.T.F RED FOX 福島東稜高等学校

本田　一成 吉成　　海 村上　雄一
福島東稜高等学校 学校法人石川高等学校 すみれ卓球クラブ

佐藤　央洋 櫻井　豹真 髙尾　将希
富久山卓球クラブ みなみクラブ RED FOX
橋本　龍馬 佐々木　倖汰 十二所大河
福島東稜高等学校 二本松工業高等学校 相馬クラブ
遠藤　駿介 小野寺　優大 根本　悠里
　FREEDOM K.T.T.F 二本松工業高等学校

小池　開 草野太陽 橋本　拓海
みなみクラブ 白河実業高校 福島高校
吉田　裕雪 柏谷　潔 渡辺　諒豊
平工業高校 本宮卓球クラブ 二本松工業高等学校

中村　有志 緑川　旺甫 國分大郁
学法福島高等学校　 学校法人石川高等学校 BRAVE
鈴木正登 三川　春瑠 大内万輝
トーアエイヨー 安積高等学校 安達東高校
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第４１回福島県クラブ卓球大会

2021年11月3日

本宮総合体育館

一般女子

伊東　みらい 遠藤　穂花 佐々木　優菜 芳賀　美優
いわき卓球 ジャド卓球クラブ 福島成蹊高校 須賀川市卓球スポーツ少年団

植野　星羽 大　槻　心　優 齋藤　彩菜
福島東高 福島高校 光南高校
國分　綾乃 木村　さよ子 小山田　心美
福島東稜高等学校 Team　Tachibana 光南高校
大内 春香 齋藤　　花 緑川　綾音
T.C赤井沢　 福島東稜高等学校 白河高等学校
星　玲奈 星　優季 松浦　理央
ジャド卓球クラブ 光南高校 福島東高
木村　有亜 松　野　　　麗 林　さつき
福島東稜高等学校 福島高校 福島東高
倉富　唯 朽木洋子 長　谷　川　楓
いわき卓球 Wing卓球クラブ 福島高校
桑原　みずき 馬場祐子 島　田　果　南
福島東稜高等学校 Wing卓球クラブ 福島高校
久保　菜々美 遠藤　千裕 鈴木　幸恵 邊見　れいら
いわき卓球 福島東高 ジャド卓球クラブ 光南高校

各位トーナメント（１位・２位）

伊東　みらい 遠藤　穂花 佐々木　優菜 芳賀　美優
いわき卓球 ジャド卓球クラブ 福島成蹊高校 須賀川市卓球スポーツ少年団

植野　星羽 大　槻　心　優 齋藤　彩菜
福島東高 福島高校 光南高校
國分　綾乃 木村　さよ子 小山田　心美
福島東稜高等学校 Team　Tachibana 光南高校
大内 春香 齋藤　　花 緑川　綾音
T.C赤井沢　 福島東稜高等学校 白河高等学校
星　玲奈 星　優季 松浦　理央
ジャド卓球クラブ 光南高校 福島東高
木村　有亜 松　野　　　麗 林　さつき
福島東稜高等学校 福島高校 福島東高
倉富　唯 朽木洋子 長　谷　川　楓
いわき卓球 Wing卓球クラブ 福島高校
桑原　みずき 馬場祐子 島　田　果　南
福島東稜高等学校 Wing卓球クラブ 福島高校
久保　菜々美 遠藤　千裕 鈴木　幸恵 邊見　れいら
いわき卓球 福島東高 ジャド卓球クラブ 光南高校

３位４位トーナメント ※１ゲームスマッチ

伊東　みらい 遠藤　穂花 佐々木　優菜 芳賀　美優
いわき卓球 ジャド卓球クラブ 福島成蹊高校 須賀川市卓球スポーツ少年団

植野　星羽 大　槻　心　優 齋藤　彩菜
福島東高 福島高校 光南高校
國分　綾乃 木村　さよ子 小山田　心美
福島東稜高等学校 Team　Tachibana 光南高校
大内 春香 齋藤　　花 緑川　綾音
T.C赤井沢　 福島東稜高等学校 白河高等学校

伊東　みらい 遠藤　穂花 佐々木　優菜 芳賀　美優

いわき卓球 ジャド卓球クラブ 福島成蹊高校 須賀川市卓球スポーツ少年団

星　玲奈 星　優季 松浦　理央
ジャド卓球クラブ 光南高校 福島東高
木村　有亜 松　野　　　麗 林　さつき
福島東稜高等学校 福島高校 福島東高

久保　菜々美 遠藤　千裕 鈴木　幸恵 邊見　れいら

いわき卓球 福島東高 ジャド卓球クラブ 光南高校

倉富　唯 朽木洋子 長　谷　川　楓
いわき卓球 Wing卓球クラブ 福島高校
桑原　みずき 馬場祐子 島　田　果　南
福島東稜高等学校 Wing卓球クラブ 福島高校
久保　菜々美 遠藤　千裕 鈴木　幸恵 邊見　れいら
いわき卓球 福島東高 ジャド卓球クラブ 光南高校
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第41回福島県クラブ卓球大会
令和３年１１月３日（水）

本宮市総合体育館

８時３０分～

　　　◇　小学生３年以下男女・小学生６年以下男女・中学生２年以下男女

１２時～（予定）　　　　コートが空き次第、コール致します。

　　　◇　一般男女

33 22 11

32 21 10

31 20 9

30 19 8

29 18 7

28 17 6

27 16 5

26 15 4

25 14 3

24 13 2

23 12 1

本部・進行

コート レイアウト 

小６以下男子 

中学男子 

小６以下女子 

小３以下男子 

中２以下女子 

小３以下女子 



所属名　：

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

　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，所属毎にまとめて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いたします。　一定期間後返却は行なわず、廃棄いたします。

第４１回福島県クラブ卓球大会（個人戦） 2021年11月3日

　大会参加者各位
　体育館入館される方は全員ご提出下さい

連絡先および健康状態申告書提出のお願い（大会当日提出用）

福島県クラブ卓球連盟　会長　五十嵐　修二
公印省略

明らかにワクチン接種による副作用での発熱の場合にはその旨記載願います。

※　所属長は大会参加者へ１枚ずつ配布し、大会当日の朝に所属毎に
まとめて受付へ提出願います。

　※　下記住所は　参加者本人の住まい先住所、連絡先電話番号は　保護者の連絡先電話番号（自
宅か携帯電話）を記載してください。

大会当日の体温 （　　　　）℃

大会前２週間　における以下の事項の有無



本宮市教育委員会　御中

■　　体育館に入場する選手・監督・コーチ・保護者の全員ご記入をお願いします
■　　電話番号は緊急連絡の可能な携帯電話番号等の記入をお願いします（未成年を除く）
■　　この名簿は新型コロナウイルス感染症関連の調査以外に使用致しません。

使用日 利　用　時　間

団体名 使　用　施　設　名

ＮＯ 氏名 性別 年齢 住所 電話番号 体温 体調
（〇　or　×）

代表者 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

※足りない場合は、コピーして記入下さい。

本宮市内の公共施設使用者名簿

２０２１年１１月３日（水） ８時００分　～　１９時００分

本宮市総合体育館

入場者


