
日　時　：　２０２１年１２月４日（土）９時～

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

【開会式式次第】
１．開式の言葉

２．会長挨拶 一社）福島県卓球協会会長　 齋藤　一美

３．表　彰 令和3年度　第51回東北中学校卓球大会

男子シングルス　第2位　船生　岳冬　　いわき市立赤井中学校

男子シングルス　第3位　伊藤　翔太　　いわき市立赤井中学校

女子シングルス　第3位　原田　優衣　　喜多方市立第二中学校

2021年全日本卓球選手権大会（カデットの部）

女子13歳以下シングルス　ベスト16　佐藤　里楠　富久山卓球クラブ

４．競技場の注意 大会審判長 千葉　清子

５．進行について・事務連絡 事務局長 落合伸一郎

６．会場使用上の注意 落合伸一郎

７．閉式の言葉

[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。

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

３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１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。

TOKYO　OPEN　２０２２　東京卓球選手権大会

福島県予選会　【カデット・ジュニアの部】

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１名、男女カデットが各２名、が本戦に出場できる。
ジュニア男女各1名は高体連推薦となるので　本大会での選考は男女各1名となる。

記録



カデット　男子　代表決定リーグ戦 代表：2名

A　鈴木空羽琉　城北TTC B　遠藤龍太　いわき卓球 C　五十嵐心　喜多方卓球ランド D　片吉勇　本宮卓球クラブ 試合得点 順　位

A A　鈴木空羽琉　城北TTC 2-3 3-0 3-1 ５　5/3 １
B B　遠藤龍太　いわき卓球 3-2 2-3 3-0 ５　5/5 ２
C C　五十嵐心　喜多方卓球ランド 0-3 3-2 3-2 ５　3/5 ３
D D　片吉勇　本宮卓球クラブ 1-3 0-3 2-3 ３ 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　苅宿結衣　富久山卓球クラブ B　山内愛永　富久山卓球クラブ C　米田帆華　富久山卓球クラブ D　宗像真桜　富久山卓球クラブ 試合得点 順　位

A A　苅宿結衣　富久山卓球クラブ 0-3 0-3 0-3 ３ ４
B B　山内愛永　富久山卓球クラブ 3-0 3-0 3-2 ６ １
C C　米田帆華　富久山卓球クラブ 3-0 0-3 3-1 ５ ２
D D　宗像真桜　富久山卓球クラブ 3-0 2-3 1-3 ４ ３

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　長谷部聡明　帝京安積高 B　橋本龍馬　福島東稜高 C　佐藤央洋　富久山卓球クラブ D　平野大成　帝京安積高 試合得点 順　位

A A　長谷部聡明　帝京安積高 3-0 3-0 3-2 ６ １
B B　橋本龍馬　福島東稜高 0-3 3-2 0-3 ４ ３
C C　佐藤央洋　富久山卓球クラブ 0-3 2-3 0-3 ３ ４
D D　平野大成　帝京安積高 2-3 3-0 3-0 ５ ２

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　髙橋美悠　桜の聖母学院高　 B　久保　菜々美　いわき卓球 C　西牧　優衣　郡山女子大附属高 D　兼谷　彩音　郡山女子大附属高 試合得点 順　位

A A　髙橋美悠　桜の聖母学院高　 3-1 1-3 3-1 ５ ２
B B　久保　菜々美　いわき卓球 1-3 0-3 1-3 ３ ４
C C　西牧　優衣　郡山女子大附属高 3-1 3-0 3-0 ６ １
D D　兼谷　彩音　郡山女子大附属高 1-3 3-1 0-3 ４ ３

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

【大会成績表】
種　目 第一位 第二位 第三位 第四位

鈴木　空羽琉 遠藤　龍太 五十嵐　心 片吉　勇

城北TTC いわき卓球 喜多方卓球ランド 本宮卓球クラブ

山内　愛永 米田　帆華 宗像　真桜 苅宿　結衣

富久山卓球クラブ 富久山卓球クラブ 富久山卓球クラブ 富久山卓球クラブ

第一位 第二位 第三位 第四位

（推）三上俊貴 長谷部　聡明 平野　大成 橋本　龍馬 佐藤　央洋

帝京安積高 帝京安積高 帝京安積高 福島東稜高 富久山卓球クラブ

（推）原　夢璃 西牧　優衣 髙橋美悠 兼谷　彩音 久保　菜々美

桜の聖母学院高 郡山女子大附属高 桜の聖母学院高 郡山女子大附属高 いわき卓球

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。

TOKYO　OPEN２０２２　東京卓球選手権大会　福島県予選　

ジュニア・カデットの部
２０２１年１２月４日（土）　あいづ総合体育館

男子カデット

女子カデット



コート番号 № ①責任者 2 3 4  午後より実施
鈴木　空羽琉 石井　大陽 吉田　悠来 松本　昇真 =>

城北TTC 郡山第一クラブ 白河中央キッズ 草野中 3回戦からコールします

栗崎　叶羽椰 丹野 偲月 武藤　凪琉 1-➍

あゆりジュニア T.C赤井沢 喜多方卓球ランド 1-1 ❺が➍の審判を行なう

鈴木　喜翔 森田　倖生 小林　悠人 35-❸-1

富久山卓球クラブ 大沼ジュニア 小名浜二中 午前に実施

金田　光織 内山　瑛介 根本　昊來

チームA.T.C 喜多方卓球ランド 本宮卓球クラブ

本多　大和 長郷　大樹 本名　大地

本宮卓球クラブ 平三中 城北TTC

池田　悠真 レビンガ－　アトレイユ 宍戸　健祐

郡山第一クラブ 城北TTC みなみクラブ

岩本　真爾 原　鳳芽 山﨑　優音

喜多方卓球ランド 本宮卓球クラブ 小名浜二中

向尾　幸村 阿久津　到也 今野　晴晟

あゆりジュニア 舘岩中 郡山第一クラブ

齋藤　忠寿 深谷　琉衣 矢部　敬太

蓬莱TTC あゆりジュニア 喜多方卓球ランド

佐藤　初興 渡部　琥羽 木村　善

あゆりジュニア 猪苗代中 本宮卓球クラブ

岩月　健悟 二瓶　庄大 新妻　快斗

Mac's 郡山第一クラブ 草野中

村椿　凌 児山　颯 遠藤　慧

喜多方卓球ランド いわき卓球 チームA.T.C

片吉　勇 吉田　琉稀 坂野井　柊真

本宮卓球クラブ 大沼ジュニア 城北TTC

遠宮　雄斗 遠藤　フィリップ慧 桝田　蓮斗

富久山卓球クラブ 一箕中 小名浜二中

山岸　大輝 小原　義弥 小檜山　太陽

みなみクラブ 郡山第一クラブ 喜多方卓球ランド

深谷　莉玖 湯田　龍輝 菊地　瞳輝

あゆりジュニア 舘岩中 本宮卓球クラブ 1-2

北舘　走祐 長谷川　笙梧 山内　嘉衣 35-❸-2

草野中 中島クラブ 城北TTC 午前に実施 8-➍

石川　夢都 佐藤　拓未 香野　歩夢

チームA.T.C 一箕中 郡山第一クラブ

五十嵐　心 高橋　拓己 鈴木　快雅

喜多方卓球ランド 郡山第一クラブ あゆりジュニア

櫻井　鳳雅 赤羽　明日希 長郷　樹 9-➍

みなみクラブ 舘岩中 Team SANKYO 1-3

伊藤　魁星 丹野 剛月 岩月　優弥 36-❸-1

富久山卓球クラブ T.C赤井沢 Mac's 午前に実施

丸子　広 渡部　寛翔 中野西　健斗

本宮卓球クラブ 城北TTC あゆりジュニア

渡部　虎士朗 班目　秀玲 一ノ瀬　恵人

蓬莱TTC 小名浜二中 猪苗代中

伊達　光汰 樫山　瑠泉 久保　拓登

郡山第一クラブ 喜多方卓球ランド いわき卓球

栗崎　鈴也 岸本　脩雅 小鮒　徠人

あゆりジュニア 郡山第一クラブ 猪苗代中

菅野　善希 鈴木　優心 吉田　光健

チームA.T.C 一箕中 郡山第一クラブ

金田　篤典 鈴木　遥斗 渡部　榮真

富久山卓球クラブ 草野中 城北TTC

兼谷　遥斗 長谷川　祐生 桑宮　京吾

本宮卓球クラブ 一箕中 小名浜二中

大沼　裕貴 白井　風雅 二瓶　陽

あゆりジュニア 猪苗代中 郡山第一クラブ

加藤　吏稀 猪狩　健太 武藤　日路

みなみクラブ 富久山卓球クラブ 喜多方卓球ランド

菅野　真矢 渡部　柊真 木村　悠杜

チームA.T.C 城北TTC 草野中

佐々木　悠 草野　泰成 五十嵐　渉

富久山卓球クラブ 小名浜二中 城北TTC

保住 青哉 堺　太朗 桑名　快人

T.C赤井沢 一箕中 郡山第一クラブ

酒井　皐 佐藤　愁斗 小菅　総司

あゆりジュニア みなみクラブ 喜多方卓球ランド 1-4

小椋　陸 佐々木　遼 小針　昇大 36-❸-2

舘岩中 富久山卓球クラブ あゆりジュニア 午前に実施 28-➍

遠藤　龍太 山中　陽斗 小澤　佑眞

いわき卓球 一箕中 本宮卓球クラブ
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コート番号 № ①責任者 2 3  午後より実施

佐藤　里楠 鈴木　心絆 渡部　愛心 ==> 2回戦からコールします

富久山卓球クラブ あゆりジュニア 一箕中

山岸　百華 小倉　正恵 木村　愛音

みなみクラブ Team SANKYO 本宮卓球クラブ

苅宿　結衣 中川　珀那 和知　夢音

富久山卓球クラブ 喜多方卓球ランド 白河中央キッズ

松崎　夢 渡邉　和奏 湯田　心菜

小名浜二中 郡山第一クラブ Mac's

小檜山　芽生 須藤　菜々美 渡邊　楓子

喜多方卓球ランド あゆりジュニア 郡山第一クラブ

福田　紗也 小板橋　みくる 芳賀　琴音

郡山第一クラブ 猪苗代中 草野中

川﨑　心美 小林　花奈美 大塚　愛莉

富久山卓球クラブ 須賀川スポ少 喜多方卓球ランド

福島　実夢 渡部　泉美 菅野　陽向

桜の聖母学院中 一箕中 郡山第一クラブ

永山　和奏 古川　梨紗 渡邉　葉月

豊間中 富久山卓球クラブ 一箕中

矢部　莉央 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

宗像　真桜 澤内　愛里 安田　七菜

富久山卓球クラブ 猪苗代中 あゆりジュニア

米田　帆華 蛯名　はるひ 野澤　さくら

富久山卓球クラブ Team SANKYO 猪苗代中

松平　みはね 生江　未来 角田　凛

郡山第一クラブ 喜多方卓球ランド あゆりジュニア

高橋　日和 安斎　萌 五十嵐　ゆり子

みなみクラブ 本宮卓球クラブ 一箕中

酒井　汐里 池亀　紗弥 大山　七聖

あゆりジュニア 一箕中 富久山卓球クラブ

小菅　ねね 遠宮　みのり 向尾　美桜

喜多方卓球ランド 富久山卓球クラブ あゆりジュニア

栁沼　夏帆 駒木根　凌那 湯田　音色

本宮卓球クラブ 須賀川スポ少 Mac's

小檜山　結菜 笹山　琴羽 佐藤　優月

喜多方卓球ランド 富久山卓球クラブ あゆりジュニア

深谷　音花 矢部　雅奈 加村　想乃香

郡山第一クラブ 喜多方卓球ランド 草野中

秋元　愛美 江尻　葵 小澤　奈桜

富久山卓球クラブ あゆりジュニア 本宮卓球クラブ

山内　愛永 山口　姫奈 小黒　瑞姫

富久山卓球クラブ 一箕中 白河中央キッズ
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【カデット女子1位トーナメント】　５ゲームマッチ
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コート番号 № ①責任者 2 3 4  午後より実施

長谷部　聡明 官野　祐太 清水　海舟 佐藤　有 ==> 2回戦からコールします

帝京安積高 橘高 平工業高 喜多方高

小池　開 村上　翔太 鈴木　潤

みなみクラブ 平工業高 白河実業高

國分　昊 蛭田　南央斗 佐藤　晴輝

福島東稜高 学法石川高 葵高

岩永　尭久 星　啓太 佐藤　　陸

富久山卓球クラブ 葵高 福島東稜高

江尻　賢史 櫻井　虎太 成富　結飛

平工業高 福島東高 中島クラブ

吉成　知紘 千代　侑史 荒川　雄斗

帝京安積高 葵高 二本松工業高

大山　元気 佐藤　蓮 芳賀　真之介

福島東稜高 小名浜海星高 会津学鳳高

平野　大成 若狭　向日葵 佐藤　春

帝京安積高 城北TTC 福島東高

湯田　依吹 岡部　陽斗 大友　翔太

福島東稜高 学法石川高 平工業高

余西　恵太朗 小林　遙真 小関　晶弘

白河高 橘高 葵高

本田　一成 宇佐見　伸太朗 佐藤　広務

福島東稜高 平工業高 喜多方高

船生　岳冬 渡邉　幸多郎 髙橋　直希

いわ卓 会津学鳳高 二本松工業高

若松　龍志郎 佐藤　健一郎 菅野　悠太

富久山卓球クラブ 橘高 葵高

鹿俣　葵 瀧浪　優広 富澤　良有

福島東稜高 学法石川高 平工業高

髙橋　悠 吉田　綾翔 小針　悠大

帝京安積高 平工業高 中島クラブ

佐久間　大和 佐々木　倖汰 鈴木　魁亜

学法石川 二本松工業高 会津工業高

齋藤　忠宏 長田　彪琉 木下　宙和

福島東稜高 葵高 平工業高

佐藤　央洋 小関　裕大 相澤　涼介

富久山卓球クラブ 福島東稜高 会津学鳳高

志賀　亘佑 稲川　陽亮 永山　拓也

みなみクラブ 白河高 平工業高

渡部　大輔 橋矢田　悠人 小林　優斗

葵高 橘高 学法石川高

菅原　光太 入野　大貴 鈴木　朝陽

福島東稜高 平工業高 喜多方高

伊藤　翔太 鈴木　怜生 松浦　雄樹

いわき卓球 葵高 福島東高

安原　成 畠　悠悟 今井　　瞬

福島東稜高 本宮卓球クラブ 学法石川高

渡部　颯太 櫻井　豹真 平山　敬佑

喜多方高 みなみクラブ 平工業高

本多　泰知 小林　由侑 小林　俊博

福島東稜高 学法石川高 葵高

金澤　駿 平子　広希 平子　怜音

帝京安積高 平工業高 橘高

片吉　章 岩橋　　惇 佐藤　悠麗

二本松工高 喜多方高 白河高

橋本　龍馬 布谷　豪 石川　心健

福島東稜高 小名浜海星高 葵高
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コート番号 № ①責任者 2 3 4  午後より実施

髙橋　美悠 松本　ふみ 鴻野　陽菜 志賀　愛璃 ==> 2回戦からコール

桜の聖母学院高 富久山卓球クラブ 会津学鳳高 磐城一高

喬橋　史佳 三富　彩千香 大山　乃愛

白河高 会津学鳳高 郡山女子大学附属高

星　玲那 根本　真愛 石井　彩心

ジャド卓球クラブ 磐城一高 喜多方高

桑原　みずき 緑川　綾音 本間　千尋

福島東稜高 白河高 郡山女子大学附属高

千葉　珠音 水野　素良 佐藤　愛心

郡山女子大附属高 橘高 喜多方高

原田　優衣 尾形　優月花 植野　星羽

喜多方卓球ランド 磐城一高 福島東高

伊藤　今日香 杉　栞名 塚原　愛美

郡山女子大附属高 福島西高 喜多方高

大澤　さくら 佐藤　芽生 鈴木　美紅

桜の聖母学院高 喜多方高 白河実業高

兼谷　彩音 大内　春香 坂内　小桜

郡山女子大附属高 T.C赤井沢 会津学鳳高

西牧　優衣 齋藤　彩菜 林　さつき

郡山女子大附属高 光南高 福島東高

深谷　菜々美 齋藤　　花 田中　仁菜

富久山卓球クラブ 福島東稜高 平工業高校

吉田　花音 桝田　有那 武澤　実夢

磐城第一高 郡山女子大学附属高 橘高

熊田　朋華 内山　結衣 吉田　朱莉

桜の聖母学院高 喜多方高 白河実業高

鈴木　美夢奈 遠藤　千裕 松下　瑞希

郡山女子大附属高 福島東高 喜多方高

國分　綾乃 邊見　れいら 箱崎　結愛

福島東稜高 光南高 磐城一高

望月　美玖里 星　里穂 小山田　心美

郡山女子大附属高 会津学鳳高 光南高

木村　有亜 根本　正望 芳賀　日南

福島東稜高 郡山女子大学附属高 喜多方高

久保　菜々美 松浦　理央 松本　こと

いわき卓球 福島東高 富久山卓球クラブ
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29-➍

30-➍

29-❸

13

30-❸

14

16

15

32-❸

33-❸

24コ
ー

ト
で

開
会
式

コ
ー

ト
で

開
会
式

22 2

23 3

【ジュニア女子1位トーナメント】　５ゲームマッチ

4

21-①② 1

22-❸

24-❸

25-❸

26-❸

A

D

5

6

7

8

9

10

17

18

23-❸

27-❸

31-❸

25

34-❸

11

12

28-❸

B

C



【新型コロナウイルスの感染拡大防止対策特別ルール】
１　ダ新型コロナウイルスの感染拡大防止対策特別ルールにより開催する

２　試合前後の握手は行わない。ただし、きちんと　相手・審判への礼をする。

３　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う。

４　全てのゲームでチェンジエンドは行わない。

５　可能な限り　１試合１球制　を導入する。試合後の試合球は　使用済みの袋へ入れること。

６　試合をする者以外は　マスク着用のこと。

７　声を出しての応援、声援は禁止とし、拍手のみとする。

８　体調の悪い者は無理をせず、早めに進行席、引率者へ申し出ること。

　※　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・引率・保護者　　応援者の方々へ　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・引率者・

　　大会関係者は、アリーナ内・観客席・他において　マスク、フェイスシールドなどの

　　飛沫対策品の着用をお願いします。

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．観客席では　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　『三密』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.　卓球台へのタオルを掛けないこと。各自専用のカゴやラケットケースの上に置くこと。

【健康状態申告書について】
13.　選手・監督・引率関係者・アリーナ・観客席へ入る可能性がある方・卓球協会関係者は

　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　非接触型体温計を用意してあります。

14.　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】

福島県卓球協会は開催する行政及び体育館のガイドラインを遵守し、さらに、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。


