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男子個人 女子個人 男子シニア個人 女子シニア個人

第１回大会 沢田　照吾 寒風　一恵 藤井　睦三 川島　文江

平成元年 勿来工 いわき短大 レモン 多賀クラブ

第２回大会 下山田　守一 寒風　一恵 佐藤　哲夫 浜松　マキ子

平成２年 アルプス いわき短大 多賀クラブ 福島労災

第３回大会 下山田　守一 大平　ももこ 藤井　睦三 三瓶　ミツエ

平成３年 アルプス 磐城一高 レモン 泉ママ

第４回大会 下山田　守一 我妻　寿恵 小沼　仁平 三瓶　ミツエ

平成４年 アルプス 磐城一高 コミセン 泉ママ

第５回大会 坂本　憲一 坂本　久美 高萩　光二 筥崎　泰子

平成５年 いわき卓球 いわき卓球 内郷体協 赤坂クラブ

第６回大会 橋本　彰夫 笹森　美樹 宮田　英夫 矢代　恵子

平成６年 いわき卓球 いわき短大 みやた卓球 多賀クラブ

第７回大会 坂本　憲一 坂本　久美 宮本　信行 三瓶　ミツエ

平成７年 いわき卓球 いわき卓球 多賀クラブ 泉ママ

第８回大会 橋本　彰夫 箱崎　清香 宮本　信行 三瓶　ミツエ

平成８年 いわき卓球 豊間中 多賀クラブ 泉ママ

第９回大会 山廼辺　健 小沢　栄美 大楽　元信 宇佐美　文江

平成９年 高専 石住クラブ コミセン 四倉ママ
佐藤　正光 劉　　雯 小西　正光 佐藤　悦子

第10回大会 東北福祉大 東北福祉大 （株）三共 内郷ママ

平成１０年 少年男子 少年女子
大和田浩孝 　四倉中 鈴木　歩　　勿来卓球

吉山　健三 青野　久美子 葛西　伸行 櫛田　利子

第11回大会 明治大学 中央大学 いわき卓球 関船クラブ

Ｈ１１・１０・２４ 少年男子 少年女子
斉藤大樹　　石住中 斉藤明菜　勿来卓球

一般男子団体 一般女子団体 少年男子団体 少年女子団体

第12回大会 古殿クラブ 郡山東高等学院 本宮卓球クラブ 富久山卓球クラブ

Ｈ１２・１・２１ シニア男子団体 シニア女子団体
いわき卓球 いわきレディース

一般男子団体 一般女子団体 少年男子団体 少年女子団体

第13回大会 いわき卓球 いわき短大 本宮卓球クラブ 富久山卓球クラブ

いわき徳姫杯　栄光の記録

第13回大会 いわき卓球 いわき短大 本宮卓球クラブ 富久山卓球クラブ

Ｈ１３・２・２３ 160才以上男子団体 160才以上女子団体 200才以上男子団体 200才以上女子団体
三共卓友会 泉クラブ 仙台ベテラン会 山形クラブ

一般男子団体 一般女子団体 中学生以下男子団体 中学生以下女子団体
N・E・O 富久山卓球クラブ 富久山卓球クラブ 富久山卓球クラブ

160才以上団体 240才以上団体 小学生男子 小学生女子

第14回大会 佐々木　亮太 堤　なつき

Ｈ１５・１・２５ 富久山卓球クラブ 富久山卓球クラブ
中学生男子 中学生女子 一般男子 一般女子
松岡　達也 永山　夏美 橋本　卓央 玉木　杏
富久山卓球クラブ 川前中 平工業 富久山卓球クラブ

６０歳以下男子 ６０歳以下女子 ６０歳以上男子 ６０歳以上女子
箱崎　克明 清原　敦子 山本　光男 内多　良子

三共卓友会 三共卓友会 郡山片平ゆうクラブ 東京皐月ラージ
小学生男子個人 小学生女子個人 中学男子個人 中学女子個人

渡辺　直也 吉田　遥 佐々木亮太 根本　理世
富久山卓球 本宮卓球 本宮卓球 二本松卓研

一般男子個人 一般女子個人
橋本　卓央 岡部　和恵

第15回大会 いわき卓球 いわき卓球

Ｈ16・1・24～25 中学生以下男子団体 中学生以下女子団体 一般男子団体 一般女子団体
富久山卓球 三原クラブ いわき卓球 喜多方東高校
ラージ団体 ラージ団体
170才以上 250才以上
三共卓友会 かもしかクラブ

男子W75才以上 男子W110才以上 男子W125才以上 混合W75才以上
小西　正光 金田　光司 野々山尚志 吾妻　信孝
大河原　崇 塩田　武志 芦谷　勇 清原　敦子

三共卓友会 かもしかクラブ ゆうゆうラージ 三共卓友会
女子W75才以上 女子W110才以上 女子W125才以上 混合W110才以上

加藤　政好 齋藤恵美子 山崎　和子 坂本　良弘
北島よし子 佐藤トミ子 西村美貴子 佐藤トミ子

東京フレンズ いわき卓球 ゆうゆうラージ いわき卓球

東京フレンズ 船橋ラージN



いわき徳姫杯　栄光の記録
小学生男子個人 小学生女子個人 中学男子個人 中学女子個人

第16回大会 藤井　善之 小室　奈緒 田巻　隼一 山川　美紀

Ｈ17・1・15～16 ファイターズ 球友クラブ みやたクラブ 磯原ジュニア
一般男子個人 一般女子個人

王　磊 青天目　有紀
東日本国際大学 いわき卓球
一般男子団体 一般女子団体 中学生以下男子団体 中学生以下女子団体

東日本国際大学 磐城第一高校 四倉卓球クラブ 三原クラブ
小学生男子個人 小学生女子個人 中学男子個人 中学女子個人

第17回大会 橋本　直樹 飯村　有香 関本　健 根本　理世

Ｈ18・1・28～29 富久山卓球 勿来卓球 富久山卓球 二本松卓研
一般男子個人 一般女子個人

王　磊 西山　綾香
東日本国際大学 福島高専
一般男子団体 一般女子団体 中学生以下男子団体 中学生以下女子団体

東日本国際大学 二本松卓研 古殿スポ少 勿来卓球
小学生男子個人 小学生女子個人 中学男子個人 中学女子個人

第１8回大会 津田 龍也 宮川 亜加理 田巻 隼一 佐藤 徳子

Ｈ19・1・27～28 本宮クラブ 藤代卓信会 植田中 三原クラブ
一般男子個人 一般女子個人

王　磊 岡部 和恵
東日本国際大学 いわき卓栄会
一般男子団体 一般女子団体 中学生以下男子団体 中学生以下女子団体

東日本国際大学 いわき卓球 富久山クラブ 富久山クラブ
小学生男子個人 小学生女子個人 中学男子個人 中学女子個人

第19回大会 坂本　亮太 小室　彩 町田進一郎 菅原　亜子

Ｈ20・1・26～27 富久山ｸﾗブ 富久山ｸﾗブ 本宮クラブ 富久山ｸﾗブ
一般男子個人 一般女子個人

王　磊 西山　綾香
東日本国際大学 福島高専

一般男子団体 一般女子団体 中学生以下男子団体 中学生以下女子団体
東日本国際大学A 三原ｸﾗブ 富久山クラブA 本宮卓球クラブ

小学生男子（4年以下） 小学生女子（４年以下） 小学生男子（５・６年生） 小学生女子（５・６年生）
一般男子個人 一般女子個人 中学男子個人 中学女子個人一般男子個人 一般女子個人 中学男子個人 中学女子個人
一般男子団体 一般女子団体 中学生以下男子団体 中学生以下女子団体

浅川　武尊 寺門　春菜 飯村　卓斗 滑川　明佳

第20回大会 いわき卓球 球友クラブJr TNJ 本宮卓球クラブ

Ｈ21・1・31～2･1 王　磊 鈴木　深幸 町田進一郎 太田　友莉
三共卓友会 いわき短大 本宮卓球クラブ 磯原ジュニア

いわき卓球　A 三原ｸﾗブ 富久山クラブ　A みやたクラブ
浅川　武尊 森　彩花 吉田　健吾 小野　智佳子

第21回大会 いわき卓球 三浦卓球クラブ いわき卓球 勿来卓球クラブ

Ｈ22・1・30～1･31 戚　凌宇 島田　小百合 阿久津　優太 太田　友莉
東日本国際大学 Team三共 富久山卓球クラブ 磯原ジュニア

いわき卓球A いわき卓球A 富久山卓球クラブＡ 本宮卓球クラブ
小池　龍成　 虻川　佳那 浅川　武尊 大浦　　梓

第22回大会 J.ゴッツ 勿来卓球クラブ Team SANKYO 磯原ジュニア

Ｈ23・1・29～1･30 橋本　卓央 滑川　侑佳 安齋　正樹 小野　未佳
いわき卓球 福島高専 中央台南中学校 みやたクラブクラブ

東日本国際大学A いわき卓球A 泉崎中学校A みやたクラブ
荒井　和也 遠藤　伶菜 浅川　武尊 押山　桜月

第23回大会 郡山第一卓球クラブ 喜多方卓球ランド Team SANKYO 本宮卓球クラブ

Ｈ24・1・28～1･29 田中　悠太 胡　　　泊 佐藤　歩望 滑川　明佳
小高工業 東日本国際大 富久山卓球クラブ 本宮卓球クラブ

東日本国際大学A 東日本国際大学 富久山卓球クラブ  喜多方卓球ランドA
佐藤　匠海 本田　みらい 岩永　宣久 高橋　沙希

第24回大会 富久山卓球クラブ いわき卓球 富久山卓球クラブ 富久山卓球クラブ

Ｈ25・1・26～1･27 橋本　卓央 胡　泊 宮　　佑介 小林　寛美
いわき卓球 東日本国際大 福島四中 喜多方卓球ランド

東日本国際大学Ａ 福島高専 須賀川卓球スポーツ少年団 喜多方卓球ランド
岩永　宗久 本田みらい 相楽　　将 小野日花里

第25回大会 冨久山卓球クラブ いわき卓球 須賀川卓球スポ少 勿来卓球クラブ

Ｈ26・1・25～1･26 橋本　卓央 菅原　ひかる 平林　大青 高橋　沙希
いわき卓球 東日本国際大 東海クラブ 冨久山卓球クラブ

東日本国際大Ａ 東日本国際大Ａ 平第三中学校 泉崎中学校Ａ

飯村　旬希 熊田　朋華 三村　悠斗 本田みらい
第26回大会 Over Limit いわき卓球 Over Limit いわき卓球
Ｈ27・1・31～2･01 安齋　正樹 大浦　　悠 小池　龍也　 黒澤　香衣

福島高専 福島高専 Quest D 東海クラブ
新潟大学 福島高専Ａ 東海クラブ 東海クラブ新潟大学 福島高専Ａ 東海クラブ 東海クラブ

※１３回～１５回大会はラージボールの部開催　１６回大会よりラージボール卓球協会が主催に変更



１．開式のことば

２．あいさつ いわき卓球協会会長 雨澤　哲弘

３．選手宣誓 いわき卓球 本田みらい

４．競技上の注意 審判長 　 梅澤　利夫

５．会場使用上の注意 会場主任 　 鈴木　啓太

６．進行について 競技委員長 鈴木　栄喜

７．閉式のことば

・大会役員

大会会長 いわき卓球協会会長 雨澤　哲弘

大会副会長 いわき卓球協会副会長 鈴木　理介 野木　孝夫

橋本　義一 白土　正衛

・競技役員

競技委員長 鈴木　栄喜

競技副委員長 斎藤恵美子 浅川　康夫 鈴木　啓太

審判長 梅澤　利夫

副審判長 桑原　俊雪 

競技委員 吉田　　武 宮田　英夫 大嶋　克子 櫛田　利子

佐藤　富弘 熊田　礼一 國分　　正 小西　正光

吾妻　信孝 鈴木　右文 本田　詠美 葛西　伸行

遠藤　清史 佐藤　好晴 下山田守一 田久二三男

鈴木　是行 清水　　聖 鳥居　孝栄 山田　貴浩

橋本　彰夫 原田　敏弘 赤津　雅彦 阿部　孝平

大平　繁則 佐藤　康之 近藤　弘敏 郷田　　剛

高野　　勤 磯上　優美 猪狩　敏彦 桑原　浩志

箱崎　久一 熊谷　雄太 いわきレディース卓球連盟

総　　務 三瓶　清次 篠原　　潤 佐藤トミ子 新井田圓子

救　　護 佐藤　征子

開会式次第

－１－



第２７回いわき徳姫杯卓球大会入賞者　平成２８年１月３０日～１月３１日

１位 ２位 ３位 ３位 開催日

一般男子団体 東日本国際大学Ａ いわき卓球Ａ 福島工業高等専門学校Ａ 東日本国際大学Ｂ

一般女子団体 東日本国際大学 東海クラブ いわき卓球 福島高専

中学以下男子団体 本宮卓球クラブA 浅川クラブ 錦中学校A 東海クラブ

中学以下女子団体 富久山卓球クラブ 四倉中学校A 植田中学校A 須賀川第二中学校

続橋　秀人 鹿俣　　葵 石澤　和磨 滝沢　倖也

富久山卓球 本宮卓球クラブ 本宮卓球クラブ 郡山第一卓球

原　　夢璃 佐久間芽生 深谷菜々美 兼谷　彩音

本宮卓球クラブ 卓桜会 富久山卓球 本宮卓球クラブ

続橋　賢人 岩永　宗久 原　愛生斗 金澤　勝吾

富久山卓球 富久山卓球 本宮卓球クラブ 本宮卓球クラブ

本田みらい 加藤　瑞穂 三村　彩華 深谷　和花

いわき卓球 協和発酵キリンTTS Over Limit 富久山卓球

滝沢　侑大 加藤　大晟 齋藤　幸祐 高橋航太郎

郡山第一卓球クラブ 本宮卓球クラブ 本宮卓球クラブ 二本松卓研

石井　寛人 吉葉　貴則 助川　侑矢 松浦　拓真

Ｏver Limit Ｏver Limit ファイターズ 浅川クラブ

伊藤　笑 小野日花里 國分　陽奈 齋藤　百花

富久山卓球クラブ 勿来第二中学校 本宮卓球クラブ Ｏver Limit

高橋　佳奈 樫村　朱里 小池　和妃 熊田　侑莉

小名浜第一中学校 Ｏver Limit Ｑuest D 内郷第一中学校

橋本　卓央 安齋 正樹 矢内  智大 岩永　宜久

いわき卓球 福島高専 福島高専 富久山卓球クラブ

高橋　沙希 渡邊 沙織 大浦　悠 鈴木　舞美

富久山卓球クラブ 福卓会 福島高専 東日本国際大

中学男女シングルスはベスト８位まで入賞

団
　
体

280131

280130

シ
　
ン
　
グ
　
ル
　
ス

小学生男子４年生以下
シングルス

小学生女子４年生以下
シングルス

小学生男子５・６年生
シングルス

小学生女子５・６年生
シングルス

中学生男子シングルス

中学生男子シングルス５位

中学生女む子シングルス５位

280131

入賞おめでとうございます 遠方よりの参加ありがとうございました

中学生女子シングルス

一般男子シングルス

280130

一般女子シングルス



一般男子シングルス　Ｎｏ１ 一階大体育館

安齋 正樹 遠藤　至 畠山　亘平 １コート

福島高専 東日本国際大 勿来工業高校 １番目

横山　迅 吉田　稜 渡部　亘史 ２コート

KJ館 勿来工業高校 ふたば未来学園高校 １番目

鶴見　勝太 草野　光輝 石井　湧人 ３コート

東日本国際大 平工業高校 磐城高校 １番目

小野　貴大 野村　海斗 高信　蓮 ４コート

いわき卓球 勿来工業高校 平工業高校 １番目

阿部　大地 平子　紘 鬼塚　龍一 ５コート

遠野高校 いわき光洋高校 磐城高校 １番目

齋藤　脩悟 三塚　雄大 矢作　龍平 ６コート

チャッP 東日本国際大 いわき海星高校 １番目

小松原雅也 穴澤　彰太 畑中　隼人 ７コート

東日本国際大 チーム恩鶴 勿来工業高校 １番目

浅沼　雄太 早乙女　大 深谷　浩貴 ８コート

福大西高 平工業高校 ふたば未来学園高校 １番目

菅野　淳一 大友　佳樹 田野　翔大 ９コート

須賀川卓球スポ少 いわき海星高校 勿来工業高校 １番目

木下　健太 平間　大樹 佐々木嵩典 １０コート

東日本国際大 磐城高校 湯本高校 １番目

誉田　浩平 阿部　知宙 佐々木大翔 １１コート

Quest D 勿来工業高校 福島高専 １番目

滝　　康成 山縣　弘明 佐藤　文哉 １２コート

磐城高校 勿来友卓クラブ 平工業高校 １番目

野沢　拓也 薄井　翼 櫛田翔太郎 １３コート

東日本国際大 遠野高校 磐城農業高校 １番目

岩永　宜久 寺岡　紀臣 齋藤　俊輝 １コート

富久山卓球クラブ 平工業高校 KJ館 ２番目

浅川　武尊 佐藤　大起 鈴木　龍也 ２コート

磐城高校 東日本国際大 いわき海星高校 ２番目

魚住　雅人 森　拓也 坂本　優介 ３コート

東日本国際大 勿来工業高校 いわき光洋高校 ２番目

加藤　 翔 稲村　珠利 安類　雅紀 ４コート

福島高専 勿来工業高校 いわき海星高校 ２番目

安倍　竜史 柳原　隆司 韮澤　拓己 ５コート

TLC チーム恩鶴 磐城高校 ２番目

高橋　昌志 鈴木　一成 池田　斗南 ６コート

東日本国際大 杉田卓球教室 平工業高校 ２番目

谷本  純一 猪狩　秀平 根本　文弘 ７コート

福島高専 いわき海星高校 ふたば未来学園高校 ２番目

原田　慎也 新妻　海斗 松倉　諒 ８コート

杉田卓球教室 勿来工業高校 遠野高校 ２番目

齋藤　司 永沼　遥 佐藤　拓実 ９コート

東日本国際大 磐城農業高校 磐城高校 ２番目

金子　茂雄 今田　凱斗 根本　幸紀 １０コート

いわき卓球 勿来工業高校 平工業高校 ２番目

森本　悠介 大竹　京平 児山　祥 １１コート

KJ館 いわき卓球 磐城高校 ２番目

小堀　有介 酒井　宏晃 遠藤　悠太 １２コート

東日本国際大 四倉卓球クラブ いわき海星高校 ２番目
25

－５－

橋本　卓央（いわき卓球）　Ｂ
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一般男子決勝

Ａ　安齋 正樹（福島高専）

Ａ
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8
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一般男子シングルス　Ｎｏ２ 一階大体育館

大友　健悟 土屋　昌 秋元　颯太 １３コート

東日本国際大 ふたば未来学園高校 遠野高校 ２番目

渡邉　公平 渡邊　陽斗 今井　優 １コート

磐城高校 福島高専 勿来工業高校 ３番目

安田　忠寛 米山　諒 高野　裕己 ２コート

杉田卓球教室 平工業高校 磐城農業高校 ３番目

五來　卓幸 小松　敏大 小野　智生 ３コート

東日本国際大 磐城高校 福島高専 ３番目

小野　信重 猪狩　悠也 金子　晃基 ４コート

いわき卓球 勿来工業高校 KJ館 ３番目

霜山　竣 小松　琢磨 坂本　誠一 ５コート

福大西高 いわき海星高校 湯本高校 ３番目

小池　龍成 志賀　光 吉田　孝信 ６コート

Quest D 遠野高校 福島高専 ３番目

山田　祐一 奥村京太郎 中村　元大 ７コート

NTC いわき海星高校 勿来工業高校 ３番目

佐藤龍太郎 磯上　諒 大竹　優希 ８コート

東日本国際大 磐城高校 いわき光洋高校 ３番目

青柳　雄大 小松　輝 矢部　裕也 ９コート

東日本国際大 いわき海星高校 勿来工業高校 ３番目

片桐　圭紀 馬場口立樹 佐藤　大地 １０コート

KJ館 磐城高校 チーム恩鶴 ３番目

矢内  智大 髙木　飛翔 中川　和樹 １１コート

福島高専 平工業高校 四倉卓球クラブ ３番目

中鉢　敦士 伊藤　武喜 鈴木　誠史 １２コート

東日本国際大 勿来工業高校 ふたば未来学園高校 ３番目

大霜　康法 杉﨑　直樹 油座　守孝 １３コート

Exceed大田 東日本国際大 湯本高校 ３番目

菅波　大介 江川　輪 古川　朋輝

いわき卓球 遠野高校 勿来工業高校

福士　寛志 大城戸　龍 安田　聖斗

東日本国際大 勿来工業高校 いわき海星高校

大橋　京平 松崎　文則 藁谷　尚哉

磐城高校 勿来友卓クラブ 平工業高校

鈴木　涼太 中村遼太郎 鵜沼　大仁

磯原ｼﾞｭﾆｱ KJ館 福島高専

富樫　裕登 清水　一平 黒金　正寛

東日本国際大 平工業高校 チーム恩鶴

齊藤　秀哉 松崎　大悟 荒川　侑杜

福大西高 福島高専 勿来工業高校

石川　昌熙 小林遼太郎 高木　柊希

ふれあい卓球ｾﾝﾀｰ 磐城高校 みやたクラブ

古川　和希 北林　将太 猪狩　颯太

東日本国際大 勿来工業高校 平工業高校

山本　崇史 福田　祐人 梅澤　尚志

福島高専 磐城高校 いわき光洋高校

橋本　卓央 石田　大地 井上　響

いわき卓球 ふたば未来学園高校 遠野高校

－６－
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一般女子シングルス 一階大体育館
大浦　悠 齋藤　悠里 上面　妃奈 小野　愛友

福島高専 いわき光洋高校 湯本高校 いわき海星高校

小池　和妃 髙畠　真子 鈴木　里歩 １５コート

Quest D 湯本高校 小名浜高校 １番目

志賀　悠子 髙橋　巴菜 高田麿美加 １６コート

東日本国際大 橘高校 磐城高校 １番目

平塚　真歩 植野　真澄 櫛田　萌絵 １７コート

磯原ｼﾞｭﾆｱ 磐城桜が丘高校 湯本高校 １番目

笠巻さやか 木村あゆみ 鈴木　綾音 １８コート

Exceed大田 東日本国際大 いわき光洋高校 １番目

吉原咲登美 菊田あさひ 鈴木　琴乃 １９コート

東日本国際大 橘高校 いわき海星高校 １番目

佐藤 泉 増井ノミン 渡邊　瞳子 １５コート

福島高専 遠野高校 湯本高校 ２番目

石橋さつき 住谷　南美 作山理沙子 １６コート

いわき卓球 いわき光洋高校 いわき海星高校 ２番目

高橋　沙希 白井　佑花 西郷　藍 １７コート

富久山卓球クラブ 勿来工業高校 湯本高校 ２番目

鈴木　舞美 松浦　もも 通野　茜 １８コート

東日本国際大 橘高校 いわき海星高校 ２番目

高橋　佑衣 木村　真子 大山　愛依 １９コート

湯本高校 岳陽中学校 いわき光洋高校 ２番目

続橋　千帆 佐藤　唯 三瓶　那月 １４コート

冨久山卓球クラブ 平工業高校 湯本高校 ２番目

鈴木 深幸 根本 有姫 笹本　夏帆 １５コート

トレセンクラブ 磐城高校 磐城桜が丘高校 ３番目

猪狩 栞菜 高森　恵美 西郷　翠 １６コート

福島高専 Exceed大田 湯本高校 ３番目

小池このみ 下山　冬花 白土あゆみ １７コート

橘高校 東日本国際大 いわき海星高校 ３番目

村田　蘭 菅原　寧々 箱崎　真奈 １８コート

東日本国際大 湯本高校 いわき光洋高校 ３番目

本田みらい 内田　佳奈 角田　優香 １９コート

いわき卓球 勿来工業高校 いわき海星高校 ３番目

渡邊 沙織 山縣みさと 鈴木　夏海

福卓会 磐城桜が丘高校 湯本高校

　　－７－
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１番目

14コート
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東海クラブ 中央台南中学校 錦中学校B 中央台北中学校B 得　点 順　位

1 東海クラブ ○　２－１ ○　２－０ ○　２－１ 6 1

2 中央台南中学校 ×　１－２ ○　２－０ ○　２－０ 5 2

3 錦中学校B ×　０－２ ×　０－２ ○　２－１ 4 3

4 中央台北中学校B ×　１－２ ×　０－２ ×　１－２ 3 4

本宮卓球クラブA 勿来卓球クラブ 豊間中学校A 草野中学校B 得　点 順　位

1 本宮卓球クラブA ○　２－０ ○　２－０ ○　２－０ 6 1

2 勿来卓球クラブ ×　０－２ ○　２－１ ○　２－０ 5 2

3 豊間中学校A ×　０－２ ×　１－２ ○　２－１ 4 3

4 草野中学校B ×　０－２ ×　０－２ ×　１－２ 3 4

ジャド卓球クラブA 冨久山卓球クラブB 平第三中学校B 赤井中学校C 得　点 順　位

1 ジャド卓球クラブA ○　２－０ ○　２－０ ○　２－０ 6 1

2 富久山卓球クラブB ×　０－２ ○　２－０ ○　２－０ 5 2

3 平第三中学校B ×　０－２ ×　０－２ ○　２－０ 4 3

4 赤井中学校C ×　０－２ ×　０－２ ×　０－２ 3 4

冨久山卓球クラブA 金谷卓球クラブ 草野中学校A 玉川中学校B 得　点 順　位

1 富久山卓球クラブA ○　２－０ ○　２－０ ○　２－０ 6 1

2 金谷卓球クラブ ×　０－２ ×　０－２ ○　２－０ 4 3

3 草野中学校A ×　０－２ ○　２－０ ○　２－０ 5 2

4 玉川中学校B ×　０－２ ×　０－２ ×　０－２ 3 4

浅川クラブ 平第一中学校 豊間中学校B 平第三中学校C 得　点 順　位

1 浅川クラブ ○　２－０ ○　２－０ ○　２－０ 6 1

2 平第一中学校 ×　０－２ ○　２－０ ○　２－０ 5 2

3 豊間中学校B ×　０－２ ×　０－２ ○　２－０ 4 3

4 平第三中学校C ×　０－２ ×　０－２ ×　０－２ 3 4

一階　大体育館　２４－２５コート

Ｃ　　　組

一階　大体育館　２６－２７コート

Ｄ　　　組

一階　大体育館　２８－２９コート

Ｅ　　　組

-8-

Ｂ　　　組

第２７回いわき徳姫杯卓球大会

中学男子団体予選リーグ　　Ｎｏ１
一階　大体育館　２０－２１コート

A　　　組

一階　大体育館　２２－２３コート



植田中学校A 小名浜第二中学校A 久之浜中学校 内郷第一中学校C 得　点 順　位

1 植田中学校A ○　２－１ W/L ○　２－１ 6 1

2 小名浜第二中学校A ×　１－２ W/L ○　２－０ 5 2

3 久之浜中学校 L/W L/W L/W 0 4

4 内郷第一中学校C ×　１－２ ×　０－２ W/L 4 3

須賀川稲田中 玉川中学校A 植田中学校B 泉中学校B 得　点 順　位

1 須賀川稲田中 ○　２－０ ○　２－０ ○　２－０ 6 1

2 玉川中学校A ×　０－２ ×　０－２ ×　０－２ 3 4

3 植田中学校B ×　０－２ ○　２－０ ○　２－０ 5 2

4 泉中学校B ×　０－２ ○　２－０ ×　０－２ 4 3

　

郡山第四中学校 内郷第一中学校A 湯本第三中学校 小名浜第二中学校B 得　点 順　位

1 郡山第四中学校 ×　１－２ ○　２－１ ○　２－０ 5 2

2 内郷第一中学校A ○　２－１ ○　２－０ ○　２－０ 6 1

3 湯本第三中学校 ×　１－２ ×　０－２ ×　１－２ 3 4

4 小名浜第二中学校B ×　０－２ ×　０－２ ○　２－１ 4 3

泉中学校A 平第三中学校A 平第二中学校B 植田中学校D 得　点 順　位

1 泉中学校A ○　２－０ ○　２－０ ○　２－０ 6 1

2 平第三中学校A ×　０－２ ○　２－０ ○　２－０ 5 2

3 平第二中学校B ×　０－２ ×　０－２ ○　２－１ 4 3

4 植田中学校D ×　０－２ ×　０－２ ×　１－２ 3 4

中央台北中学校A 磐崎中学校A 四倉中学校 草野中学校C 得　点 順　位

1 中央台北中学校A W/L ○　２－０ ○　２－０ 6 1

2 磐崎中学校A L/W L/W L/W 0 4

3 四倉中学校 ×　０－２ W/L ○　２－０ 5 2

4 草野中学校C ×　０－２ W/L ×　０－２ 4 3

一階　大体育館　３４－３５コート

Ｈ　　　組

一階　大体育館　３６－４５コート

Ｉ　　　組

一階　大体育館　３７－３８コート

Ｊ　　　組

-9-

Ｇ　　　組

中学男子団体予選リーグ　　Ｎｏ２

一階　大体育館　３０－３１コート

Ｆ　　　組

一階　大体育館　３２－３３コート



尚英中学校 赤井中学校A 勿来第二中学校 錦中学校C 得　点 順　位

1 尚英中学校 ×　１－２ ○　２－１ ○　２－０ 5 2

2 赤井中学校A ○　２－１ ○　２－０ ○　２－０ 6 1

3 勿来第二中学校 ×　１－２ ×　０－２ ○　２－１ 4 3

4 錦中学校C ×　０－２ ×　０－２ ×　１－２ 3 4

本宮卓球クラブB いわき卓球 磐崎中学校B 内郷第一中学校B 得　点 順　位

1 本宮卓球クラブB ×　１－２ ○　２－０ ○　２－０ 5 2

2 いわき卓球 ○　２－１ ○　２－０ ○　２－１ 6 1

3 磐崎中学校B ×　１－２ ×　０－２ ×　０－２ 3 4

4 内郷第一中学校B ×　０－２ ×　１－２ ○　２－０ 4 3

ジャド卓球クラブB 江名中学校A 湯本第一中学校 赤井中学校B 得　点 順　位

1 ジャド卓球クラブB ×　１－２ ○　２－０ ○　２－０ 5 2

2 江名中学校A ○　２－１ ○　２－０ ○　２－０ 6 1

3 湯本第一中学校 ×　０－２ ×　０－２ ○　２－０ 4 3

4 赤井中学校B ×　０－２ ×　０－２ ×　０－２ 3 4

錦中学校A 平第二中学校A 江名中学校B 植田中学校C 得　点 順　位

1 錦中学校A ○　２－０ ○　２－０ ○　２－０ 6 1

2 平第二中学校A ×　０－２ ×　１－２ ○　２－０ 4 3

3 江名中学校B ×　０－２ ○　２－１ ○　２－１ 5 2

4 植田中学校C ×　０－２ ×　０－２ ×　１－２ 3 4

一階　大体育館　４３－４４コート

Ｍ　　　組

一階　剣道場　４－５コート

Ｎ　　　組

－１０－

Ｌ　　　組

中学男子団体予選リーグ　　Ｎｏ３

一階　大体育館　３９－４０コート

Ｋ　　　組

一階　大体育館　４１－４２コート



冨久山卓球クラブ 草野中学校 湯本第一中学校 平第一中学校B 得　点 順　位

1 富久山卓球クラブ ○　２－０ ○　２－０ ○　２－０ 6 1
2 草野中学校 ×　０－２ ○　２－０ ×　１－２ 4 3
3 湯本第一中学校 ×　０－２ ×　０－２ ×　０－２ 3 4
4 平第一中学校B ×　０－２ ○　２－１ ○　２－０ 5 2

東海クラブ 玉川中学校 勿来第一中学校 平第三中学校B 得　点 順　位

1 東海クラブ ○　２－１ ○　２－０ ○　２－０ 6 1
2 玉川中学校 ×　１－２ ×　１－２ ×　１－２ 3 4
3 勿来第一中学校 ×　０－２ ○　２－１ ○　２－１ 5 2
4 平第三中学校B ×　０－２ ○　２－１ ×　１－２ 4 3

四倉中学校A 小名浜第二中学校A 豊間中学校 中央台北中学校B 得　点 順　位

1 四倉中学校A ○　２－０ ○　２－０ ○　２－０ 6 1
2 小名浜第二中学校A ×　０－２ ○　２－０ ○　２－０ 5 2
3 豊間中学校 ×　０－２ ×　０－２ ○　２－０ 4 3
4 中央台北中学校B ×　０－２ ×　０－２ ×　０－２ 3 4

内郷第一中学校A 平第一中学校A 平第二中学校 錦中学校B 得　点 順　位

1 内郷第一中学校A ○　２－０ ○　２－０ ○　２－０ 6 1
2 平第一中学校A ×　０－２ ×　０－２ ○　２－１ 4(2/3) 4
3 平第二中学校 ×　０－２ ○　２－０ ×　０－２ 4(2/2) 3
4 錦中学校B ×　０－２ ×　１－２ ○　２－０ 4(3/2) 2

植田中学校A 久之浜中学校 中央台南中学校B 四倉中学校B 得　点 順　位

1 植田中学校A W/L ○　２－０ ○　２－０ 6 1
2 久之浜中学校 L/W L/W L/W 0 4
3 中央台南中学校B ×　０－２ W/L ○　２－１ 5 2
4 四倉中学校B ×　０－２ W/L ×　１－２ 4 3

錦中学校A 平第三中学校A 植田中学校B 磐崎中学校C 得　点 順　位

1 錦中学校A ○　２－０ ○　２－１ ○　２－０ 6 1
2 平第三中学校A ×　０－２ ○　２－１ ○　２－０ 5 2
3 植田中学校B ×　１－２ ×　１－２ ○　２－１ 4 3
4 磐崎中学校C ×　０－２ ×　０－２ ×　１－２ 3 4

二階小体育館　５－６コート

C　　　組

二階小体育館　７－８コート

D　　　組

二階小体育館　９－１０コート

E　　　組

二階小体育館　１１－１２コート

F　　　組

－１１－

B　　　組

第２７回いわき徳姫杯卓球大会

中学女子団体予選リーグ　　Nｏ１
二階小体育館　１－２コート

A　　　組

二階小体育館　３－４コート



須賀川第二中学校 勿来第二中学校 磐崎中学校B 植田中学校C 得　点 順　位

1 須賀川第二中学校 ○　２－０ ○　２－０ ○　２－０ 6 1
2 勿来第二中学校 ×　０－２ ○　２－０ ○　２－０ 5 2
3 磐崎中学校B ×　０－２ ×　０－２ ○　２－１ 4 3
4 植田中学校C ×　０－２ ×　０－２ ×　１－２ 3 4

中央台北中学校A 江名中学校 赤井中学校B 中央台南中学校C 得　点 順　位

1 中央台北中学校A ○　２－０ ○　２－０ ○　２－０ 6 1
2 江名中学校 ×　０－２ ○　２－１ ×　１－２ 4 3
3 赤井中学校B ×　０－２ ×　１－２ ×　０－２ 3 4
4 中央台南中学校C ×　０－２ ○　２－１ ○　２－０ 5 2

川部中学校A 磐崎中学校A 内郷第一中学校B 得　点 順　位

1 川部中学校A ×　０－２ ○　２－０ 3 2
2 磐崎中学校A ○　２－０ ○　２－０ 4 1
3 内郷第一中学校B ×　０－２ ×　０－２ 2 3
4

金谷卓球クラブ 赤井中学校A 小名浜第二中学校B 得　点 順　位

1 金谷卓球クラブ ×　１－２ ○　２－１ 3 2
2 赤井中学校A ○　２－１ ○　２－０ 4 1
3 小名浜第二中学校B ×　１－２ ×　０－２ 2 3
4

本宮卓球クラブ 中央台南中学校A 川部中学校B 得　点 順　位

1 本宮卓球クラブ ○　２－０ ○　２－０ 4 1
2 中央台南中学校A ×　０－２ ○　２－０ 3 2
3 川部中学校B ×　０－２ ×　０－２ 2 3
4

一階剣道場　３コート

Ｋ　　　組

－１２－

二階小体育館　１５－１６コート

H　　　組

一階剣道場　１コート

I　　　組

一階剣道場　２コート

J　　　組

G　　　組

中学女子団体予選リーグ　　Nｏ２
二階小体育館　１３－１４コート



第２７回いわき徳姫杯卓球大会

中学男子団体決勝

1 東海クラブ Ａ－１ C－１

3 江名中学校B Ｎ－２ Ｎ－１ 錦中学校A 17

ジャド卓球クラブA 15

2 尚英中学校 Ｋ－２ Ｉ－２ 平第三中学校A 16

5 小名浜第二中学校A Ｆ－２ Ｈ－２ 郡山第四中学校 19

4 泉中学校A Ｉ－１ Ｋ－１ 赤井中学校A 18

7 内郷第一中学校A Ｈ－１ Ｆ－１ 植田中学校A 21

6 富久山卓球クラブB Ｃ－２ Ａ－２ 中央台南中学校 20

9 勿来卓球クラブ Ｂ－２ Ｄ－２ 草野中学校A 23

8 浅川クラブ Ｅ－１ Ｇ－１ 須賀川稲田中 22

11 いわき卓球 Ｌ－１ Ｊ－１ 中央台北中学校A 25

10 植田中学校B Ｇ－２ Ｅ－２ 平第一中学校 24

13 四倉中学校 Ｊ－２ Ｌ－２ 本宮卓球クラブB 27

12 江名中学校A Ｍ－１ Ｍ－２ ジャド卓球クラブB 26

28

13 四倉中学校 Ｊ－２ Ｌ－２ 本宮卓球クラブB 27

中学女子団体決勝

1 富久山卓球クラブ Ａ－１ Ｃ－１ 四倉中学校A

14 富久山卓球クラブA D-1 Ｂ－１ 本宮卓球クラブA

3 勿来第二中学校 Ｇ－２ Ｉ－２ 川部中学校A 14

12

2 平第三中学校A Ｆ－２ Ｄ－２ 錦中学校B 13

5 中央台北中学校A Ｈ－１ Ａ－２ 平第一中学校B 16

4 磐崎中学校A Ｉ－１ Ｋ－１ 本宮卓球クラブ 15

7 勿来第一中学校 Ｂ－２ Ｇ－１ 須賀川第二中学校 18

6 植田中学校A Ｅ－１ Ｆ－１ 錦中学校A 17

9 金谷卓球クラブ Ｊ－２ Ｈ－２ 中央台南中学校C 20

8 中央台南中学校A Ｋ－２ Ｊ－１ 赤井中学校A 19

-13-

11 内郷第一中学校A Ｄ－１ Ｂ－１ 東海クラブ 22

10 小名浜第二中学校A Ｃ－２ Ｅ－２ 中央台南中学校B 21



いわき卓球A 海星高校A ふたば未来学園高校 得　点 順　位

1 いわき卓球A ○　２－０ ○　２－１ 4 1

2 いわき海星高校A ×　０－２ ○　２－０ 3 2

3 ふたば未来学園高校 ×　１－２ ×　０－２ 2 3

4

福島高専A 小名浜高校 いわき卓栄会B 得　点 順　位

1 福島高専A ○　２－０ ○　２－０ 4 1

2 小名浜高校 ×　０－２ ×　０－２ 2 3

3 いわき卓栄会B ×　０－２ ○　２－０ 3 2

4

東日本国際大学A 平工業A いわき総合高校B 得　点 順　位

1 東日本国際大学A ○　２－０ ○　２－０ 4 1

2 平工業高校A ×　０－２ ○　２－０ 3 2

3 いわき総合高校B ×　０－２ ×　０－２ 2 3

4

第２７回いわき徳姫杯卓球大会

一般男子団体　予選リーグ  　Ｎｏ１ 一階　大体育館　１コート

A　　　組

一階　大体育館　２コート

B　　　組

一階　大体育館　２０コート

C　　　組

一階　大体育館　３－４コート

小高工業OB会A チーム恩鶴 四倉卓球クラブ 磐城高校D 得　点 順　位

1 小高工業OB会A ○　２－０ ○　２－０ ○　２－０ 6 1

2 チーム恩鶴 ×　０－２ ○　２－１ ○　２－０ 5 2

3 四倉卓球クラブ ×　０－２ ×　１－２ ○　２－１ 4 3

4 磐城高校D ×　０－２ ×　０－２ ×　１－２ 3 4

東日本国際大学B 平工業B Davit いわき総合高校A 得　点 順　位

1 東日本国際大学B ○　２－０ ○　２－０ ○　２－０ 6 1

2 平工業高校B ×　０－２ ×　１－２ ×　０－２ 3 4

3 Davit ×　０－２ ○　２－１ ×　１－２ 4 3

4 いわき総合高校A ×　０－２ ○　２－０ ○　２－１ 5 2

前ジャＤ 湯本・海星高校 磐城高校C みやたクラブみっくす 得　点 順　位

1 前ジャＤ ○　２－０ ○　２－０ ○　２－０ 6 1

2 湯本・海星高校 ×　０－２ ×　０－２ ×　０－２ 3 4

3 磐城高校C ×　０－２ ○　２－０ ×　０－２ 4 3

4 みやたクラブみっくす ×　０－２ ○　２－０ ○　２－０ 5 2

E　　　組

一階　大体育館　６－７コート

F　　　組

－１７－

一階　大体育館　４－５コート

D　　　組



小高工業OB会B 磐城高校A 東日本国際大学D いわき卓栄会C 得　点 順　位

1 小高工業OB会B ○　２－１ ○　２－１ ○　２－０ 6 1

2 磐城高校A ×　１－２ ×　０－２ ○　２－０ 4 3

3 東日本国際大学D ×　１－２ ○　２－０ ○　２－１ 5 2

4 いわき卓栄会C ×　０－２ ×　０－２ ×　１－２ 3 4

いわき卓栄会A 高萩清松高校 遠野高校A いわき光洋高校 得　点 順　位

1 いわき卓栄会A ○　２－０ ○　２－０ ○　２－０ 6 1

2 高萩清松高校 ×　０－２ ○　２－０ ○　２－０ 5 2

3 遠野高校A ×　０－２ ×　０－２ ×　１－２ 3 4

4 いわき光洋高校 ×　０－２ ×　０－２ ○　２－１ 4 3

東日本国際大学C みやたクラブやんぐ 磐城高校B 青陵情報高校 得　点 順　位

1 東日本国際大学C ○　２－０ ○　２－０ W/L 6 1

2 みやたクラブやんぐ ×　０－２ ×　０－２ W/L 4 3

3 磐城高校B ×　０－２ ○　２－０ W/L 5 2

4 青陵情報高校 L/W L/W L/W 0 4

福大西高 チームUEDA 海星高校B 水曜日愛好会 得　点 順　位

1 福大西高 ○　２－０ ○　２－０ ○　２－０ 6 1

2 チームUEDA ×　０－２ ○　２－０ ○　２－０ 5 2

J　　　組

一階　大体育館　１４－１５コート

一般男子団体　予選リーグ  　Ｎｏ２

一階　大体育館　７－８コート

G　　　組

一階　大体育館　１１－１２コート

H　　　組

一階　大体育館　１２－１３コート

I　　　組

3 海星高校B ×　０－２ ×　０－２ ○　２－１ 4 3

4 水曜日愛好会 ×　０－２ ×　０－２ ×　１－２ 3 4

いわき卓球B 勿来工業高校 みやたクラブぼーい 白河高校 得　点 順　位

1 いわき卓球B ○　２－０ ○　２－０ ○　２－０ 6 1

2 勿来工業高校 ×　０－２ ×　１－２ ×　１－２ 3 4

3 みやたクラブぼーい ×　０－２ ○　２－１ ○　２－１ 5 2

4 白河高校 ×　０－２ ○　２－１ ×　１－２ 4 3

いわき卓球C 東日本国際大学E KJ館 遠野高校B 得　点 順　位

1 いわき卓球C ×　０－２ ○　２－０ ○　２－０ 5 2

2 東日本国際大学E ○　２－０ ○　２－１ ○　２－０ 6 1

3 KJ館 ×　０－２ ×　１－２ ○　２－０ 4 3

4 遠野高校B ×　０－２ ×　０－２ ×　０－２ 3 4

Family Ties みやたクラブみどる 福島高専B いわき卓球D 得　点 順　位

1 Family Ties ○　２－０ ○　２－０ ○　２－１ 6 1

2 みやたクラブみどる ×　０－２ ○　２－０ ×　１－２ 4 3

3 福島高専B ×　０－２ ×　０－２ ×　０－２ 3 4

4 いわき卓球D ×　１－２ ○　２－１ ○　２－０ 5 2

Ｍ　　　組

－１８－

一階　大体育館　１５－１６コート

Ｋ　　　組

一階　大体育館　２１－２２コート

Ｌ　　　組

一階　大体育館　２２－２３コート



1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

2

いわき卓球 ○　２－１ ○　２－０ 4 1

東海クラブ ×　１－２ ○　２－０ 3

一階　大体育館　１８コート

　　　　　Ｃ　　　組　 東海クラブ いわき卓球 いわき光洋高校 得点 順位

3湯本高校B ×　０－２ ×　０－２ 2

1

Team SANKYO ×　０－２ ○　２－０ 3 2

東日本国際大学 ○　２－０ ○　２－０ 4

一階　大体育館　１７コート

　　　　　Ｂ　　　組　 東日本国際大学 Team SANKYO 湯本高校B 得点 順位

3

橘高校B ×　０－２ ×　０－２ ×　０－２ 3 4

いわき総合高校 ×　０－２ ×　１－２ ○　２－０ 4

1

磐城桜が丘高校 ×　０－２ ○　２－１ ○　２－０ 5 2

福島高専 ○　２－０ ○　２－０ ○　２－０ 6

第２７回いわき徳姫杯卓球大会

一般女子団体　予選リーグ
一階　大体育館　９－１０コート

　　　　　Ａ　　　組　 福島高専 磐城桜が丘高校 いわき総合高校 橘高校B 得点 順位

2

3

4

1

2

3

4

－１９－

3いわき海星高校 ×　０－２ ×　０－２ 2

2

橘高校A ○　２－１ ○　２－０ 4 1

湯本高校A ×　１－２ ○　２－０ 3

一階　大体育館　１９コート

　　　　　Ｄ　　　組　 湯本高校A 橘高校A いわき海星高校 得点 順位

3いわき光洋高校 ×　０－２ ×　０－２ 2

いわき卓球 ○　２－１ ○　２－０ 4 1



11 Family Ties Ｍ－１ Ｌ－２ いわき卓球C 24

10 東日本国際大学E Ｌ－１ Ｊ－１ 福大西高 23

9 みやたクラブみっくす Ｆ－２ Ｄ－２ チーム恩鶴 22

8 東日本国際大学B Ｅ－１ Ａ－２ いわき海星高校A 21

7 いわき卓栄会A Ｈ－１ Ｇ－１ 小高工業OB会B 20

6 いわき卓栄会B Ｂ－２ Ｆ－１ 前ジャＤ 19

5 平工業高校A Ｃ－２ Ｅ－２ いわき総合高校A 18

4 東日本国際大学C Ｉ－１ Ｋ－１ いわき卓球B 17

3 みやたクラブぼーい Ｋ－２ Ｍ－２ いわき卓球D 16

東日本国際大学A 14

2 チームUEDA Ｊ－２ Ｈ－２ 高萩清松高校 15

第２７回いわき徳姫杯卓球大会

一 般 男 子 団 体 決 勝

1 いわき卓球A Ａ－１ Ｃ－１

－２０－

4 橘高校A Ｄ-1 Ｂ-1 東日本国際大学 8

3 東海クラブ Ｃ－２ Ａ－２ 磐城桜が丘高校 7

2 Team SANKYO Ｂ－２ Ｄ－２ 湯本高校A 6

1 福島高専 Ａ-１ Ｃ-１ いわき卓球 5

一 般 女 子 団 体 決 勝

13 小高工業OB会A Ｄ－１ Ｂ－１ 福島高専A 26

12 東日本国際大学D Ｇ－２ Ｉ－２ 磐城高校B 25



小学生男子シングルス(４年生以下)の部 一階大体育館

鹿俣　　葵 安齋　陽生 成富　結飛 遠藤　匠梧

本宮卓球クラブ 東海クラブ 中島クラブ いわき卓球

滝沢　倖也 遠藤　雅実 船生　岳冬 ３３コート

郡山第一卓球 東海クラブ いわき卓球 ２番目

鈴木耕太郎 岩永　尭久 兼谷　遥斗 ３４コート

古川TTC 富久山卓球 本宮卓球クラブ ２番目

小松崎楓太 上遠野寛門 片吉　　勇 ３３コート

ファイターズ 金谷卓球クラブ 本宮卓球クラブ ３番目

石澤　和磨 飯塚　晴紀 伊藤　翔太 ３４コート

本宮卓球クラブ 東海クラブ いわき卓球 ３番目

冨山　碧斗 片吉　　章 小松　雅英

東海クラブ 本宮卓球クラブ いわき卓球

続橋　秀人 鈴木　翔伊 安斎　　倖 清野　雅仁

富久山卓球 勿来卓球クラブ 本宮卓球クラブ 神谷クラブ

小学生男子シングルス(６年生以下)の部 一階大体育館

金澤　勝吾 児玉　貴哉 齋藤　悠人 ３５コート

本宮卓球クラブ 金谷卓球クラブ みやたクラブ １番目

佐々木　力 真壁　響己 佐久山祐人 ３６コート

多賀卓球クラブ 富久山卓球 いわき卓球 １番目

斎藤　　巧 湯田　遥人 大和田暖稀 ３７コート

ジャド卓球 金谷卓球クラブ いわき卓球 １番目

大平　智暉 阿部　拓真 穐田　瑠偉 ３８コート

中郷ピンポン 郡山第一卓球 勿来卓球クラブ １番目

飯村　旬希 大平　昌貴 松本　拓巳 ３５コート

Over Limit ジャド卓球 神谷クラブ ２番目

時計　太一 佐藤　　碧 熊居　　陽 ３６コート

いわき卓球 須賀川卓球スポ少 ファイターズ ２番目

渡辺　大地 村上　千聖 大門　昂平 ３７コート

郡山第一卓球 金谷卓球クラブ 勿来卓球クラブ ２番目

岩永　宗久 松野　殊音　 小松　亮太 ３８コート

富久山卓球 白鷹仲町 いわき卓球 ２番目

原　愛生斗 後藤　海月 草野　颯大 ３５コート

本宮卓球クラブ 多賀卓球クラブ ダイシンクラブ ３番目

瀧本　　亘 阿部　祥大 鈴木　優也 ３６コート

Over Limit ジャド卓球 勿来卓球クラブ ３番目

安原　　成 猪狩　　葵 杉浦　　光 ３７コート

ジャド卓球 富久山卓球 金谷卓球クラブ ３番目

助川　宏成 根本　仁太 木下　宙和 ３８コート

ファイターズ 郡山第一卓球 いわき卓球 ３番目

続橋　賢人 樫村　悠希 高萩　　怜

富久山卓球 Over Limit 金谷卓球クラブ

髙橋　俊喜 大高　圭裕 渡邊　紘太

ジャド卓球 郡山第一卓球 高坂卓球クラブ

植木　遥平 清水　咲汰 磯崎　博貴

中島クラブ みやたクラブ 金谷卓球クラブ

栁沼　利來 志賀　脩太 大澤　　柊

本宮卓球クラブ 勿来卓球クラブ いわき卓球

☆・・・早く終了したコートへ案内します

　　　　　第２７回いわき徳姫杯卓球大会

15

16

12

13

14

9

10

6

7

8

2

１番目

33コート

5

1

4

2

34コート　１番目

3

3

6 ☆

7

1

－２１－

☆

☆

☆

☆

4

5
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小学生女子シングルス(４年生以下)の部 一階大体育館

原　　夢璃 鈴木　咲藍 黒田万偉歌 緑川愛里紗

本宮卓球クラブ 勿来卓球クラブ Over Limit 中島クラブ

深谷菜々美 黒羽　莉緒 栁沼　夏帆 ３９コート

富久山卓球 東海クラブ 本宮卓球クラブ ２番目

畑崎　　舞 千葉　珠音 岡田　紗季 ４０コート

磯原ｼﾞｭﾆｱ 郡山第一卓球 いわき卓球 ２番目

兼谷　彩音 松野きらら 千葉　眞音 ３９コート

本宮卓球クラブ 白鷹仲町 郡山第一卓球 ３番目

深谷　　優 穐田　桜心 古川　怜娃 ４０コート

東海クラブ 勿来卓球クラブ 富久山卓球 ３番目

黒田小裕嘉 蛭田　優香 湯田ひなの

Over Limit 中島クラブ 金谷卓球クラブ

佐久間芽生 大内　姫愛 田口　美波 久保菜々美

卓桜会 本宮卓球クラブ 多賀卓球クラブ いわき卓球

小学生女子シングルス(６年生以下)の部 一階大体育館

深谷　和花 面川　瑞葉 荒井　涼音 井上　　華

富久山卓球 いわき卓球 浅川クラブ 金谷卓球クラブ

熊田　花音 田子　千夏 吉葉　晴香 ４２コート

磯原ｼﾞｭﾆｱ みやたクラブ Over Limit １番目

熊田　朋華 小磯陽菜乃 小圷わかな ４３コート

いわき卓球 中島クラブ 東海クラブ １番目

石澤さくら 上島かりん 滝　　若菜 ４４コート

本宮卓球クラブ 東海クラブ いわき卓球 １番目

鈴木美夢奈 苅宿　千穂 鈴木　彩乃 ４２コート

金谷卓球クラブ 富久山卓球 神谷クラブ ２番目

加藤　瑞穂 緑川　綾音 虻川　紗希 ４３コート

協和発酵キリンTTS 中島クラブ 勿来卓球クラブ ２番目

三村　彩華 安齋　美月 太田　琉杏 ４４コート

Over Limit 東海クラブ 勿来卓球クラブ ２番目

鈴木ひかる 矢作愛望 蛭田　夏純 ４１コート

古川TTC 金谷卓球クラブ 磯原ｼﾞｭﾆｱ ２番目

高橋　美悠 根本　実歩 男庭ゆめ実 ４２コート

富久山卓球 神谷クラブ いわき卓球 ３番目

伊藤今日香 橋本菜那美 鈴木　千尋 ４３コート

富久山卓球 白鷹仲町 みやたクラブ ３番目

寺門　舞香 上遠野真穂 熊耳　由羽 ４４コート

東海クラブ 金谷卓球クラブ 中島クラブ ３番目

本田みらい 國分　穂香 根本　知佳

いわき卓球 郡山第一卓球 神谷クラブ

☆・・・早く終了したコートへ案内します

－２２－

　　　　　第２７回いわき徳姫杯卓球大会
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１番目

41コート

１番目
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40コート　１番目
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中学生男子シングルス　Ｎｏ１ 31日(2日目) 二階　小体育館

齋藤　幸祐 谷平　健心 赤石澤理斗 １コート
本宮卓球クラブ 久之浜中学校 平第三中学校 1番目

大島　詩音 横沢　侑生 久志田　烈 ２コート
福島大学附属中学校 草野中学校 湯本第一中学校 1番目
室原　智泰 菅野　　蒼 佐々木　翔 30日　大体育館

中央台南中学校 勿来第二中学校 泉中学校 １コート
柴　　　蓮 八巻　拓夢 村越　歓太 ３コート

湯本第三中学校 尚英中学校 小名浜第一中学校 1番目
荒井　駿斗 真柄壮一郎 安齊　勇人 ４コート
浅川クラブ 中央台北中学校 平第二中学校 1番目
藤田　渉吾 馬上　　礼 馬目　大 ５コート

郡山第一卓球クラブ 小名浜第二中学校 江名中学校 1番目
赤津　陽斗 齋藤　永遠 益山　耕輔 30日　大体育館
錦中学校 豊間中学校 平第一中学校 ２コート

久保　和也 鈴木　遼 菊地　歩夢 ６コート
東海クラブ 磐崎中学校 中央台北中学校 1番目
小松　優 高 　周平 佐藤　　駿 30日　大体育館

江名中学校 四倉中学校 赤井中学校 ３コート
菅原　誠哉 鈴木　寛人 菊地　　智 7コート
秋山中学校 草野中学校 植田中学校 1番目
原田　優人 高月　大地 小泉　葵育 8コート

小名浜第二中学校 白鷹仲町 湯本第一中学校 1番目
郡司　優介 渋谷　佳輝 大河内翔太 9コート

平第三中学校 小名浜第一中学校 錦中学校 1番目
新妻　慧祐 髙島　秀矢 馬籠　優 10コート
神谷クラブ 秋山中学校 豊間中学校 1番目
鈴木　太陽 久野　大地 高萩　諒 11コート
植田中学校 多賀卓球クラブ 玉川中学校 1番目
山中　開理 大平　輝也 志賀　令惟 12コート
Ｏver Limit 勿来第二中学校 平第二中学校 1番目
塩田　礼文 吉野　俊輔 緑川　拓弥 13コート
中島クラブ 錦中学校 勿来第二中学校 1番目
加藤　諒 渡邉　直生 内山　　輝 14コート

多賀卓球クラブ 泉中学校 草野中学校 1番目
古川政二郎 箱﨑　歩 村上　陽介 30日　大体育館
泉中学校 中央台南中学校 内郷第一中学校 ４コート

桑机　友翔 山野邊竜也 村松　勇太 30日　大体育館
中央台北中学校 平第三中学校 磐崎中学校 ５コート

寺沼　陸翔 大和田颯太 渡邉　輝弥 15コート
中郷ピンポン 四倉中学校 湯本第一中学校 1番目
船生　　優 後藤　龍介 緑川　瑞紀 30日　大体育館
赤井中学校 豊間中学校 植田中学校 ６コート
阿部　凜 佐藤　 竣 箱﨑　愛斗 16コート

二本松卓研 入遠野中学校 小名浜第一中学校 1番目
茂木　大知 小松伶雄人 椎名　啓太

ジャド卓球クラブ 錦中学校 平第二中学校
大沼　　源 鈴木　輝瑠 五十嵐健太

小名浜第一中学校 中島クラブ 磐崎中学校
岡部　竜馬 大滝　英寿 村上　知則
浅川クラブ 白鷹仲町 小名浜第二中学校

窪木　雄也 小峯　大知 髙田　嶺成
東海クラブ 玉川中学校 平第三中学校
穐山　太亮 多田　光輝 佐藤　瑠海

福島大学附属中学校 中央台北中学校 豊間中学校
本多　和真 渡辺　流星 上原　大輝

本宮卓球クラブ 尚英中学校 赤井中学校
助川　侑矢 猪狩　尊 髙倉　駿輔

ファイターズ 富久山卓球クラブ 江名中学校

1

2
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　　　　　第２７回いわき徳姫杯卓球大会
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開会式後
小体育館へ

開会式後
小体育館へ

開会式後
小体育館へ

開会式後
小体育館へ

開会式後
小体育館へ
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29 ☆

☆

　☆・・一階大体育館で放送で案内しますので二階小体育館に集合　

Ａ

－２３－



中学生男子シングルス　Ｎｏ２ 31日(2日目) 二階　小体育館
石井　寛人 岩崎　康雅 石川　文裕
Ｏver Limit 白鷹仲町 内郷第一中学校
市井　雄斗 鈴木　哉汰 後藤　友樹 30日　大体育館

平第一中学校 泉中学校 玉川中学校 ７コート
三瓶　泰輝 上野　大翔 若松　駿平 
尚英中学校 植田中学校 平第二中学校
久保田恭兵 垣内　聖人 田子　錬
秋山中学校 郡山第一卓球クラブ 磐崎中学校
本郷　雄大 服部　隆一 佐野　瑞之
錦中学校 赤井中学校 四倉中学校

猪狩　金吾 大槻　怜央 村山　　心
豊間中学校 勿来第二中学校 小名浜第一中学校

荒井　優太 古川　魁 平栗　健太
浅川クラブ 冨久山卓球クラブ 湯本第一中学校
村上　和慈 阿部　健海 藁谷　孝彦
東海クラブ 平第三中学校 磐崎中学校
石井　拓海 松田　拓也 鈴木　　駆 30日　大体育館

勿来第二中学校 湯本第一中学校 内郷第一中学校 ８コート
吉田　裕哉 小野　秀真 一戸　海斗
中島クラブ 小名浜第二中学校 江名中学校
村田　圭 伊藤　英聖 宇佐見疾風

中郷ピンポン 福島大学附属中学校 草野中学校
髙橋　昭登 吉野　勝太 馬上　冬詩

ジャド卓球クラブ 錦中学校 玉川中学校
佐藤　翼 餌取流偉斗 西條　巧馬

多賀卓球クラブ 楢葉中学校 中央台南中学校
吉田　真輝 塙　　　翔 坂本飛優我
江名中学校 秋山中学校 湯本第三中学校
滝沢　侑大 黒坂　安紋 馬上　拓己

郡山第一卓球クラブ 湯本第一中学校 平第三中学校
川崎　　純 大高　浩斗 大平　和希
植田中学校 多賀卓球クラブ 磐崎中学校
緑川　斐士 上遠野大翔 菅波　翔吾
中島クラブ 植田中学校 草野中学校
鈴木　尚 根本　遥平 鈴木　理史
磯原ｼﾞｭﾆｱ 玉川中学校 平第一中学校
今田  悠斗 草野　佑輔 鬼塚　俊治
泉中学校 小名浜第一中学校 中央台北中学校

根本　　亘 山野邉武翔 菜花　尚志 30日　大体育館
内郷第一中学校 豊間中学校 中央台南中学校 ９コート

小林　歩男 小野　光司 鈴木　流石
白鷹仲町 小名浜第二中学校 江名中学校

松本　夢源 西山　大地 小林　隼人
ジャド卓球クラブ 赤井中学校 神谷クラブ

鹿俣　蓮 菅野　恵 村上　雄輝
本宮卓球クラブ 尚英中学校 磐崎中学校

浜尾　将汰 平子　航哉 伊藤　謙佑
富久山卓球クラブ 入遠野中学校 玉川中学校
佐藤　匠真 白土　　守 三浦　秀慶
秋山中学校 草野中学校 泉中学校
尾形　桃矢 酒井　大輝 新田　　颯

入遠野中学校 内郷第一中学校 赤井中学校
佐藤　大雅 影山　　詢 芳賀健太郎

福島大学附属中学校 中央台北中学校 湯本第一中学校
伊関　　要 千色　航平 志賀　元樹 30日　大体育館
四倉中学校 湯本第三中学校 豊間中学校 １０コート
菊池　隼登 山形　悠太 澤野　有澄
東海クラブ 勿来第二中学校 久之浜中学校

31

32

33

30

☆

☆
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☆
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☆

☆
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Ａ齋藤　幸祐（本宮卓球クラブ）

△

☆
　☆・・一階大体育館で放送で案内しますので二階小体育館に集合　

Ｂ

－２４－

滝沢　侑大（郡山第一卓球クラブ）Ｂ



中学生男子シングルス　Ｎｏ３ 31日(2日目) 二階　小体育館
吉葉　貴則 上遠野晴弥 松﨑　俊喜
Ｏver Limit 泉中学校 湯本第三中学校
荒川　眞優 鈴木　楓 向井　士恩 30日　大体育館
錦中学校 湯本第一中学校 四倉中学校 １１コート

出雲　大貴 松崎　陸翔 日下部詩音 30日　大体育館
植田中学校 玉川中学校 内郷第一中学校 １２コート
加藤　侑 河野　華惟 松本　貴弥

福島大学附属中学校 磐崎中学校 平第三中学校
吉田　京平 小野　蒼茉 橋本　拓真
江名中学校 秋山中学校 豊間中学校

阿部　啓弥　 入野　一貴 先﨑　生真
中島クラブ 江名中学校 小名浜第一中学校

青柳　愛基 伊藤　豊 根本　　響
泉中学校 郡山第一卓球クラブ 平第二中学校

石川　遥大 猪狩　登磨 手塚　智也
東海クラブ 磐崎中学校 中央台北中学校
渡辺　大貴 清水　雅貴 猪狩　　瞬 30日　大体育館
草野中学校 内郷第一中学校 平第一中学校 １３コート
今田　匠 大橋　世弥 小野　裕大

湯本第一中学校 多賀卓球クラブ 勿来第二中学校
守谷　陸 鈴木　太陽 松﨑　遥希
白鷹仲町 豊間中学校 赤井中学校
森　瑛大 冨樫　優太 佐藤　　亮

ジャド卓球クラブ 錦中学校 小名浜第一中学校

武藤士恵良 本宮　元気 鈴木　智也
秋山中学校 中島クラブ 平第二中学校
面川　朝陽 蛭田　祐樹 橋本　京太
玉川中学校 植田中学校 小名浜第二中学校

角田　大地 田中　冬馬 佐野　敏希
浅川クラブ 平第三中学校 久之浜中学校
木村　聡汰 蛯名　快晴 花塚　貴一

ファイターズ 平第三中学校 平第一中学校
青柳　勇佑 和田　拓都 柴田　英治

福島大学附属中学校 湯本第三中学校 玉川中学校
江間　祐豪 渡部　飛翔 根本　寛也

多賀卓球クラブ 錦中学校 平第二中学校
渡邊　煕之 飯野　将大 田中　駿丞 30日　大体育館

久之浜中学校 小名浜第二中学校 中央台北中学校 １４コート
鈴木　康生 赤津　　蓮 西田　千哉
秋山中学校 勿来第二中学校 豊間中学校
黒はばき仁 佐藤　圭馬 佐藤　巧実
尚英中学校 入遠野中学校 小名浜第一中学校

鈴木　鴻 吉田　幸輝 水庭　源八
郡山第一卓球クラブ 江名中学校 内郷第一中学校
紺野　陽希 佐藤　奏太 佐藤　秀造

勿来第二中学校 錦中学校 小名浜第一中学校

渡邊　健太 島村　優助 岩間　弘晃
内郷第一中学校 中央台南中学校 湯本第一中学校

小磯　俊介 手塚　圭祐 渡辺　一聖
中島クラブ 泉中学校 赤井中学校
林　将史 横山　然蔵 藤田　　寿

尚英中学校 白鷹仲町 小名浜第二中学校

戸草内光星 小島　拓海 稲垣　峻介　
磯原ｼﾞｭﾆｱ 植田中学校 平第二中学校
佐藤　秀成 景山　和真 菅波　航大

中央台北中学校 富久山卓球クラブ 草野中学校
加藤　大晟 源　　大介 油座　琢磨

本宮卓球クラブ 平第三中学校 四倉中学校
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Ｃ加藤　大晟（本宮卓球クラブ）
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　　☆・・一階大体育館で放送で案内しますので二階小体育館に集合　

高橋航太郎（二本松卓研）Ｄ



中学生男子シングルス　Ｎｏ４ 31日(2日目) 一階　剣道場
村松　龍一 菊地　隼世 松尾　竜希 １コート

中郷ピンポン 内郷第一中学校 泉中学校 １番目
狩野　　涼 和田　吉平 伊藤　雄斗 ２コート
川部中学校 秋山中学校 草野中学校 １番目
小林　洋人 蓮　　千里 櫛田　明仁 ３コート
秋山中学校 赤井中学校 湯本第三中学校 １番目
武藤　祐弥 笹川　直哉 遠藤　駿太 ４コート
磯原ｼﾞｭﾆｱ 錦中学校 小名浜第二中学校 １番目
富永　智也 鈴木　広琉 鈴木　修人 ５コート

ファイターズ 入遠野中学校 豊間中学校 １番目
國分　智哉 阿部　和希 押切　悠嵩 ６コート

本宮卓球クラブ 江名中学校 磐崎中学校 １番目
根本　丈瑠 髙木　遼永 大橋　央 開会式後
四倉中学校 平第二中学校 中央台南中学校 剣道場へ
松浦　拓真 小野　弘人 江尻　悠斗 開会式後
浅川クラブ 小名浜第一中学校 中央台北中学校 剣道場へ
大浦　　健 荒　　竜誠 吉田　尚矢 開会式後
赤井中学校 尚英中学校 草野中学校 剣道場へ
中村　莞汰 鈴木　京太 吉田　陸

平第三中学校 植田中学校 湯本第一中学校
熊谷　優耶 芳賀慎太郎 小松　　祥
泉中学校 白鷹仲町 小名浜第二中学校

長山　和幸 桑野　智弘 吉田　悠人
東海クラブ 玉川中学校 錦中学校
松本　侑真 芳賀　祐斗 吉田　元樹
楢葉中学校 中島クラブ 平第二中学校
斎藤　駿 伊藤　拓馬 大岡　幸葵

ジャド卓球クラブ 楢葉中学校 勿来第二中学校
会沢　優人 櫻庭　泰地 馬上　亮慎
東海クラブ 中央台北中学校 小名浜第二中学校

緑川　詩音 日下　大樹 鈴木夢三志
中島クラブ 平第一中学校 豊間中学校
長谷川太雅 吉原　知哉 柴田　順生

多賀卓球クラブ 江名中学校 草野中学校
宍戸　琢海 渡邉　怜央 鹿中　優弥

ジャド卓球クラブ 中央台南中学校 平第二中学校
滝　寿徳 石山　翔啓 團野　良亮

磐崎中学校 内郷第一中学校 小名浜第一中学校

角田　陽和 猪狩　　慧 阿部　裕汰
浅川クラブ 楢葉中学校 赤井中学校
国井　　樹 松本　拓樹 加藤　優一
秋山中学校 泉中学校 玉川中学校
田子　千晃 門馬　巧 松田　朋也
植田中学校 尚英中学校 湯本第一中学校
高橋　幸暉 村田　愛翔 大石　竜平

福島大学附属中学校 小名浜第二中学校 中央台北中学校
米田　悠真 丹治　　晶 西山　直緒

富久山卓球クラブ 草野中学校 平第一中学校
鈴木　紳晃 赤津　來希 三田　大地 30日　大体育館
江名中学校 勿来第二中学校 磐崎中学校 １５コート
菊地　拓真 木村　惟人 髙﨑　智也

郡山第一卓球クラブ 内郷第一中学校 湯本第三中学校
長島　晴哉 渡邉　豪稀 飯樋　奏太

本宮卓球クラブ 植田中学校 玉川中学校
早川　克典 松山　隼人 安齋　誉司

平第二中学校 四倉中学校 赤井中学校
高橋航太郎 佐藤　春斗 安達　楓真
二本松卓研 久之浜中学校 平第三中学校
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Ｄ

中学男子決勝

△ 滝沢　侑大（郡山第一卓球クラブ）

　　　☆・・一階大体育館で放送で案内しますので一階剣道場に集合　

加藤　大晟（本宮卓球クラブ） ▲



中学生女子シングルス　Ｎｏ１ 31日(2日目) 一階大体育館

齋藤　百花 田子　静来 庭瀬　楓花 川尻　幸恵

Ｏver Limit 中央台南中学校 平第一中学校 平第二中学校

佐藤　真凜 鈴木　理紗 佐々木菜那 30日　大体育館

錦中学校 平第三中学校 小名浜第二中学校 １６コート

松本あゆみ 遠藤　花音 山野辺千尋 ２６コート

楢葉中学校 磯原ｼﾞｭﾆｱ 江名中学校 １番目

鈴木　七海 鈴木　友佳 賀沢　凜 30日　大体育館

赤井中学校 内郷第一中学校 四倉中学校 １７コート

千葉　葵紫 三浦　奈々 井上　裕景 ２７コート

植田中学校 福島大学附属中学校 湯本第一中学校 １番目

遠藤　愛和 阿部美沙希 猪狩　花連 30日　大体育館

磐崎中学校 草野中学校 内郷第一中学校 １８コート

新妻さくら 安藤　里美 丹野　愛梨 30日　大体育館

久之浜中学校 勿来第二中学校 小名浜第二中学校 １９コート

伊藤　乃愛 林　ひなの 品田　唯希 30日　大体育館

赤井中学校 平第三中学校 錦中学校 ２０コート

今井未来愛 稲毛　真衣 川又　南 ２８コート

小名浜第一中学校 ファイターズ 中央台北中学校 １番目

大山　咲月 福地　もも 中道香奈絵 30日　大体育館

豊間中学校 植田中学校 平第一中学校 ２１コート

蛭田こころ 藁谷　そら 秋山　瑠唯 30日　大体育館

川部中学校 湯本第一中学校 玉川中学校 ２２コート

木村　真子 佐久間未来 笹木　彩夏 ２９コート

岳陽中学校 草野中学校 平第二中学校 １番目

吉田莉理華 川村寿衣莉 志賀　智香 30日　大体育館

植田中学校 久之浜中学校 平第三中学校 ２３コート

渡辺杏里咲 白土　日菜 山田　　結 30日　大体育館

中央台北中学校 小名浜第二中学校 川部中学校 ２４コート

大和田真希 沼田実奈美 駒林　咲季 ３０コート

四倉中学校 中郷ピンポン 楢葉中学校 １番目

片倉由香子 鉃　　育実 國井　穂花 30日　大体育館

平第一中学校 磐崎中学校 中央台南中学校 ２５コート

星　　凪紗 村上　真加 蛭田留里香 30日　大体育館

錦中学校 玉川中学校 勿来第一中学校 ２６コート

水野　優香 菊地　凪紗 蛭田かれん 30日　大体育館

勿来第二中学校 勿来第一中学校 植田中学校 ２７コート

根本　彩花 小林　優華 金成　美紅 30日　大体育館

中央台北中学校 磐崎中学校 小名浜第二中学校 ２８コート

兼田　愛奈 鈴木ひかる 篠原　美穂 ３１コート

磐崎中学校 多賀卓球クラブ 平第三中学校 １番目

横田　瑳希 緑川　朋栞 奥村　明寧 ３２コート

赤井中学校 川部中学校 湯本第一中学校 １番目

小松　香穂 鈴木　望愛 草野　美空 30日　大体育館

中央台南中学校 久之浜中学校 平第二中学校 ２９コート

熊田　侑莉 鈴木　花愛 小野崎海來乃 ２６コート

内郷第一中学校 入遠野中学校 江名中学校 ２番目
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中学生女子シングルス　Ｎｏ２ 31日(2日目) 一階大体育館
樫村　朱里 西山　菜都 石川　愛実 ２７コート

Ｏver Limit 湯本第一中学校 勿来第一中学校 ２番目

粥塚千咲季 木原　青海 後藤　若奈 30日　大体育館

中央台北中学校 川部中学校 磐崎中学校 ３０コート

鶴飼　夢姫 和田  夏海 小野　留奈 ２８コート

小名浜第一中学校 福島大学附属中学校 勿来第二中学校 ２番目

鈴木　美羽 松本ひな子 鴨　　蘭月 30日　大体育館

内郷第一中学校 玉川中学校 錦中学校 ３１コート

藤社　　希 浦　帆乃花 古川　佳歩 30日　大体育館

平第三中学校 江名中学校 中央台南中学校 ３２コート

嶋﨑　舞 松岡　享実 猪狩明寿香 ２９コート

多賀卓球クラブ 赤井中学校 楢葉中学校 ２番目

秋元　響心 小林　美優 佐々木晴日 ３０コート

中央台南中学校 内郷第一中学校 小名浜第一中学校 ２番目

小林　結芽 目黒　京香 佐藤　涼音 30日　大体育館

四倉中学校 勿来第二中学校 小名浜第二中学校 ３３コート

萩原　佳奈 早川　真衣 馬目　歩羽 30日　大体育館

江名中学校 平第三中学校 中央台北中学校 ３４コート

上田　鈴音 今田佳南絵 澤木　真生 30日　大体育館

植田中学校 久之浜中学校 平第一中学校 ３５コート

堀江　真渚 相原　彩奈 中山　真希 ３１コート

ジャド卓球クラブ 湯本第三中学校 豊間中学校 ２番目

遠藤まこと 伊藤　江里 根本　未来 ３２コート

富久山卓球クラブ 入遠野中学校 草野中学校 ２番目

江間　愛奈 綿引　美沙 大竹　里奈 30日　大体育館

久之浜中学校 平第三中学校 中央台南中学校 ３６コート

粥塚明日香 矢ノ倉亜衣 遠藤陽花理 ２４コート

中央台北中学校 磯原ｼﾞｭﾆｱ 川部中学校 ２番目

小林　海憂 渡邉　帆風 國井　もも 30日　大体育館

四倉中学校 磐崎中学校 赤井中学校 ３７コート

坂本千梨花 大峯　初稀 堀井　友香 30日　大体育館

小名浜第二中学校 豊間中学校 内郷第一中学校 ３８コート

小西　真優 狩野　栞里 小野　愛美 ２５コート

小名浜第一中学校 平第二中学校 錦中学校 ２番目

根本明日香 酒井　夏海 佐藤　風深 ２６コート

久之浜中学校 本宮卓球クラブ 赤井中学校 ３番目

物江　亨佳 佐藤　玲奈 門馬　　雅 30日　大体育館

植田中学校 草野中学校 四倉中学校 ３９コート

佐藤　　葵 齋藤　舞桜 吉原寿美香 30日　大体育館

錦中学校 川部中学校 玉川中学校 ４０コート

加藤　新菜 松本　菜月 鈴木　香乃 30日　大体育館

磐崎中学校 平第一中学校 平第三中学校 ４１コート

小野日花里 小松　眞子 志賀　あみ 30日　大体育館

勿来第二中学校 江名中学校 中央台北中学校 ４２コート
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小野日花里（勿来第二中学校）Ｂ



中学生女子シングルス　Ｎｏ３ 31日(2日目) 一階大体育館
折笠　瑞希 生田目　愛 菱沼　雅暖 ２７コート

Ｏver Limit 小名浜第一中学校 勿来第二中学校 ３番目

坂詰穂乃香 四家　未晴 渡部　紗羅 30日　大体育館

磐崎中学校 江名中学校 内郷第一中学校 ４３コート

鈴木　愛理 佐々愛里紗 江尻　愛実 30日　大体育館

中央台南中学校 四倉中学校 赤井中学校 ４４コート

福山紗里菜 小野田樺乃 江口　実那 30日　大体育館

植田中学校 勿来第一中学校 平第三中学校 ４５コート

藁谷　百花 鈴木　里歩 猪狩あすか 30日　二階

川部中学校 中央台北中学校 豊間中学校 １コート

満山　梨佳 石井　萌依 安原　唯奈 30日　二階

四倉中学校 草野中学校 内郷第一中学校 ２コート

鈴木　瑞歩 佐藤　実紗 三浦明日香 30日　二階

江名中学校 小名浜第二中学校 中央台南中学校 ３コート

高木　ひな 平子　暖奈 草野　有香 ２８コート

錦中学校 入遠野中学校 平第二中学校 ３番目

西山　玲奈 齋藤  飛依 薄葉　楓華 ２９コート

植田中学校 福島大学附属中学校 平第一中学校 ３番目

桐生　菜央 安島早弥香 服部　葵蘭 30日　二階

赤井中学校 川部中学校 玉川中学校 ４コート

高橋　佳奈 遠藤　穂花 山崎　梨名 ３０コート

小名浜第一中学校 ジャド卓球クラブ 勿来第一中学校 ３番目

安原　亜由 榊枝　優栞 高橋　桃香 ３１コート

ジャド卓球クラブ 草野中学校 赤井中学校 ３番目

猪狩あすか 清水　菜実 鈴木　桃花 30日　二階

四倉中学校 湯本第一中学校 小名浜第二中学校 ５コート

坂本　莉奈 薄井　愛奈 服部　央和 ３２コート

楢葉中学校 Ｏver Limit 平第二中学校 ３番目

加藤　美月 松田ゆうな 渡辺　羽音 30日　二階

錦中学校 川部中学校 内郷第一中学校 ６コート

橋本　花音 木田　　舞 青木香奈実 30日　二階

中央台南中学校 平第一中学校 平第三中学校 ７コート

吉田　柚葉 佐藤　花 四家咲希乃 30日　二階

江名中学校 久之浜中学校 豊間中学校 ８コート

石橋　涼香 秋元　茉夕 本間　菜緒 30日　二階

植田中学校 磐崎中学校 勿来第二中学校 ９コート

薄井　彩花 磯貝　莉那 鈴木　衣織 ２４コート

小名浜第一中学校 磯原ｼﾞｭﾆｱ 小名浜第二中学校 ３番目

入江　　芹 蛭田　梨愛 諏訪下　樹 30日　二階

中央台北中学校 勿来第一中学校 四倉中学校 １０コート

山﨑　遥 髙久　綾花 岩澤　　梓 30日　二階

玉川中学校 湯本第一中学校 平第一中学校 １１コート

片寄　愛菜 島尾　若菜 佐々木香子 ２５コート

中央台南中学校 中郷ピンポン 久之浜中学校 ３番目

伊藤　笑 吉田　優花 川嶋　梨央 ２６コート

富久山卓球クラブ 湯本第三中学校 錦中学校 ４番目
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▲

Ｃ伊藤　笑（富久山卓球クラブ） 國分　陽奈（本宮卓球クラブ）Ｄ



中学生女子シングルス　Ｎｏ４ 31日(2日目) 一階大体育館
小池　和妃 生田目葉月 佐藤　涼香 ２７コート

Ｑuest D 湯本第一中学校 植田中学校 ４番目

吉田　菜摘 塩畑歩乃佳 折笠　莉彩 ２８コート

赤井中学校 ファイターズ 入遠野中学校 ４番目

諸橋　花恋 大平亜美梨 生田凜々子 ２９コート

磐崎中学校 平第二中学校 平第一中学校 ４番目

太田　優実 菊池　優花 阿部麻梨愛 30日　二階

中央台北中学校 磐崎中学校 小名浜第二中学校 １２コート

太田　愛香 堀　香の子 松﨑　美咲 30日　二階

平第三中学校 中央台南中学校 草野中学校 １３コート

根本　　薫 佐久間　琳 渡辺　万桜 30日　二階

内郷第一中学校 川部中学校 勿来第一中学校 １４コート

鈴木　茉那 吉田　和夏 平田　万絢 30日　二階

錦中学校 湯本第一中学校 四倉中学校 １５コート

立花　美紗 鈴木　清楓 小野　花織 ３０コート

楢葉中学校 勿来第一中学校 小名浜第二中学校 ４番目

近野　晴香 目黒明日香 渡部　冬音 30日　二階

赤井中学校 勿来第二中学校 玉川中学校 １６コート

早坂ななみ 依田　暖加 田中　奏子 30日　剣道場

内郷第一中学校 中央台北中学校 平第一中学校 １コート

小野　七望 石川杏実花 緑川　愛奈 ３１コート

小名浜第一中学校 Ｏver Limit 植田中学校 ４番目

安斎妃南子 鈴木愛華音 四條月玲依 ３２コート

二本松卓研 江名中学校 久之浜中学校 ４番目

豊田奈津美 松崎　美幸 佐藤　凪音

中郷ピンポン 平第二中学校 中央台北中学校

蛭田　愛梨 若松　優希 薄葉野乃華

川部中学校 富久山卓球クラブ 平第一中学校

藤澤奈央子 鈴木穂乃花 髙木　彩萌 30日　剣道場

内郷第一中学校 小名浜第二中学校 平第三中学校 ２コート

小松　愛奈 佐藤　菜海 遠藤　千里

神谷クラブ 小名浜第一中学校 江名中学校

早川　真帆 佐竹　美笛 村上　未来

錦中学校 勿来第二中学校 楢葉中学校

岡田　美穂 阿部　美幸 伊藤　月奏 30日　剣道場

四倉中学校 豊間中学校 湯本第一中学校 ３コート

三河　みゆ 相田　京子 根本　芙実

小名浜第一中学校 白鷹仲町 四倉中学校

圓谷　萌佳 鈴木　菜緒 小林久留海 30日　剣道場

植田中学校 草野中学校 勿来第一中学校 ４コート

齊藤　茉子 薄葉　藍奈 片寄　瑠梨 30日　剣道場

磐崎中学校 平第一中学校 久之浜中学校 ５コート

渡部さやか 三神　未裕 青木　もも 30日　剣道場

草野中学校 赤井中学校 玉川中学校 ６コート

國分　陽奈 蛭田　彩香 関根　莉奈 斉藤　愛里

本宮卓球クラブ 川部中学校 錦中学校 中央台南中学校
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１番目

２５コート

Ｄ

中学女子決勝

△小野日花里（勿来第二中学校）

☆

☆　早く終わったコートへ案内します

☆

☆

☆

☆

伊藤　笑（富久山卓球クラブ） ▲



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２８回  いわき徳姫杯卓球大会のご案内 

 

平成２９年１月２８日（土）～１月２９日（日） 

１０月中旬に「いわき卓球協会」ホームページよりご案内します 

 


