


１位 船生　　優 (赤井中)

２位 佐藤　奏太 （錦中）

３位 時計　太一 （中央台北中）

３位 志賀　脩太 （錦中）

５位 藤田　　寿 （小名浜二中）

５位 渡邉　生直 （泉中）

５位 新妻　慧祐 （藤間中）

５位 西山　大地 （赤井中）

１位 本田みらい (小名浜一中)

２位 熊田 侑莉 (内郷一中)

３位 満山　梨佳 （四倉中）

３位 熊田 朋華 (熊田卓球)

５位 小林　結芽 （四倉中）

５位 伊藤　乃愛 （赤井中）

５位 小西 真優 (小名浜一中)

５位 吉田　柚葉 （江名中）

第１１回小中学生交流卓球大会

男　　子

女　　　子



大会役員

根本　彰彦

いわき卓球協会会長 雨澤　哲弘

いわき市立総合体育館館長 吉田　丈己

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

鈴木　栄喜

鈴木　啓太

桑原　俊雪

熊田　札一

斎藤 恵美子 吉田　　武 宮田　英夫 大嶋　克子　

櫛田　利子 國分　　正 佐藤　富弘 小西　正光

鈴木　右文 下山田守一 葛西　伸行 橋本　彰夫

田久二三男 吾妻　信孝 遠藤 清史 佐藤　好晴

加藤　正男 金田　　均 新井田圓子 本田　詠美

大平　繁則 原田　敏弘 阿部　孝平 赤津　雅彦

近藤　弘敏 佐藤　和成 箱崎　久一 藤田　守二

桑原　浩志 高野　　勤 磯上　優美 花塚　　寛

三瓶　清次 篠原　　潤 佐藤　トミ子 熊田　　章

審 判 長

副 審 判 長

競 技 委 員

大 会 会 長 (一財)いわき市公園緑地観光公社理事長

大 会 副 会 長

競 技 委 員 長

競技副委員長



開会式次第

1. 総合体育館館長 吉田　丈己

2. 根本　彰彦

いわき卓球協会会長 雨澤　哲弘

3. 桑原　俊雪

4. 小名浜第一中学校 小西　真優

5. 総合体育館副館長 矢吹敬二郎

6. 競技委員長 鈴木　栄喜

7. 総合体育館館長 吉田　丈己

お楽しみ抽選会

1. 抽選会 賞品当選者を午前１１時に大体育館正面入口に掲示

（当選者は、ステージ右脇の部屋にゼッケンを付け賞品を取りにくること。

賞品交換は、大会終了時までとします。）

2. 賞　品

１　等 スポーツバッグ 男・女各１名

２　等 ラケットケース ４名

３　等 飲料水ギフト ６名

４　等 ビニールバッグ ４０名

５　等 ラバークリーナー ８０名

６　等 マスコットラケット ２００名

飲料水１ケース １２チーム

閉会式次第

1.

2.

3.

（１）男・女順位決定トーナメント進出者に賞品授与。

（2）男・女共に第５位（８名）まで賞状、第３位（4名）までトロフィー授与。

4.

わたくしたちいわき市民は、スポーツを愛し、健全な心とからだをつくり、

明るく住みよい豊かないわき市を築くため、ここに「スポーツ都市」の宣言をする。

１、 みんなでスポーツを楽しみましょう。

１、 スポーツを愛し、すこやかな心とからだをつくりましょう。

１、 力をあわせて、スポーツの場と機会をつくりましょう。

１、 スポーツを通じ、友情の輪を世界にひろげましょう。

開 会 の こ と ば

開 会 の こ と ば

あ い さ つ (一財)いわき市公園緑地観光公社理事長

競 技 上 の 注 意 審 判 長

選 手 宣 誓

会 場 使 用 上 の 注 意

大 会 運 営 上 の 注 意

閉 会 の こ と ば

団体賞

競 技 講 評

表　　　彰

閉 会 の こ と ば

スポーツ都市宣言

昭和61年3月31日



男子シングルスＮｏ１
船生　　優 古家　孔陛 鈴木　海龍 杉山鈴太郎

赤井中 内郷第一中 江名中 小名浜第二中
上遠野寛門 髙﨑　智也 川住　光輝

金谷卓球クラブ 湯本第三中 平第二中
大和田暖稀 小田　捷人 安部　悠也
いわき卓球 泉中 小名浜第一中
大石　竜平 中澤　　恒 中村　一慧
中央台北中 中央台南中 平第三中
柳沢　翔汰 長谷川　諒 高木　瑞稀

泉中 玉川中 勿来第二中
菊地　隼世 益山　耕輔 蛭田祐規哉
内郷第一中 平第一中 植田中
渡辺　大貴 箱﨑　優輝 猪狩　秀人

草野中 平第二中 四倉中
小松伶雄人 片寄　海掌 木村　優音

錦中 玉川中 中央台南中
園部　明良 三田　大地 坂本　和宏

草野中 磐崎中 植田中
椎名　啓太 馬上　拓己 飯澤　大翔
平第二中 平第三中 赤井中

手塚　智也 渡辺　大河 蛭田　皓亮
中央台北中 湯本第一中 内郷第一中
田中　冬馬 大槻　歩夢 坂本　翔琉
平第三中 勿来第二中 平第二中

日下　大樹 先﨑　生真 渡辺　雅樹
平第一中 小名浜第一中 湯本第三中

鈴木　翔伊 馬上　亮慎 関　　大輝
勿来卓球クラブ 小名浜第二中 玉川中
鈴木　　駆 西山　　翔 依田　京士
内郷第一中 錦中 中央台北中
古川政二朗 斎藤　貴皇 山田　慶徳

泉中 江名中 勿来第二中
桑野　智弘 長澤　京哉 木越　悠斗

玉川中 中央台南中 植田中
齋藤　悠人 水石　陸斗 佐藤　亮介

みやたクラブ 草野中 入遠野中
村上　千聖 村田竜之介 木村　朋暉

玉川中 久之浜中 平第二中
芳賀　柳多 團野　良亮 岩澤　怜旺

江名中 小名浜第一中 中央台北中
安達　楓真 村松　勇太 酒井　爽希
平第三中 磐崎中 内郷第一中

馬上　　礼 吉田　　希 肥田木翔太
小名浜第二中 湯本第三中 赤井中
藤田　　寿 岩本　遥斗 片山　快晴

小名浜第二中 平第二中 中央台南中
猪狩　幸太 照井　秀平 鴨　　湧太

草野中 植田中 錦中
村越　歓太 蛯名　快晴 小林　匠吾

小名浜第一中 平第三中 湯本第一中
磯﨑　博貴 佐川　　蓮 新妻　彗暢

玉川中 勿来第二中 赤井中
藤枝　碧斗 森山　洸太 新妻　慶友

小名浜第一中 平第一中 平第二中
高橋　優輔 坂本飛優我 松倉　右京

草野中 湯本第三中 泉中
渡邊　健太 中村　拓人 中山　友稀
内郷第一中 磐崎中 川部中

※開会式直後指定されたコートで試合を行ってください

一階大体育館
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男子シングルスＮｏ２ 一階大体育館
新妻　慧祐 熊谷　廉斗 渡辺　堅心

藤間中 草野中 勿来第二中
小松　雅英 村山　　心 草野　大志
いわき卓球 小名浜第一中 中央台南中
菜花輝良人 髙萩　凌汰 児山　　空
久之浜中 平第一中 玉川中

湯田　遥人 水竹　　巧 木下　宙和
内郷第一中 平第三中 いわき卓球
大河内翔太 加藤　優一 東海林功多

錦中 玉川中 豊間中
清野　雅仁 佐々木　翔 庄司　楓雅
神谷クラブ 泉中 赤井中
森　　丈瑠 上原　駿介 小泉　和己

植田中 磐崎中 平第二中
小松　亮太 松本　大地 亀井　洸希

磐崎中 草野中 平第三中
大橋　　央 吉田　　陸 井上　洸希
中央台南中 湯本第一中 内郷第一中
淺野　夢大 根本　寛也 根本　  巧

泉中 平第二中 江名中
市井　雄斗 坂本　碧惟 船生　伊吹
平第一中 久之浜中 赤井中

遠藤　駿太 佐藤　　竣 引地　　慶
小名浜第二中 入遠野中 平第二中
赤津　　蓮 鈴木　浩道 吉田　大輝
勿来第二中 植田中 中央台北中
赤石澤理斗 井上明日斗 矢吹　勇人
平第三中 赤井中 湯本第三中

大澤　　柊 須藤　悠暉 小林　隼人
玉川中 小名浜第一中 藤間中

穐田　琉偉 今野　博貴 日下部詩音
勿来卓球クラブ 磐崎中 内郷第一中
鈴木　理史 吉田　元樹 鈴木　想大
平第一中 平第二中 泉中

山野邉卓翔 渡邉　輝弥 仲井　洸貴
豊間中 湯本第一中 平第三中

蛭田　岳斗 宮田　隆雅 永井　風汰
植田中 小名浜第一中 玉川中

佐藤　秀造 根本　　響 鈴木　悠斗
小名浜第一中 平第二中 草野中
渡辺　一聖 村上　知則 深谷　隼人

赤井中 小名浜第二中 川部中
田中　駿丞 河野　直季 深谷　春輝
中央台北中 江名中 平第三中
松本　拓樹 園部　龍一 河内　流生

泉中 勿来第二中 玉川中
小野　光司 高木　隆成 平塚　　一

小名浜第二中 小名浜第一中 磐崎中
鈴木　修人 福島　友哉 山野邊巧晟

豊間中 植田中 平第三中
安齋　誉司 鈴木　寛也 高橋　結希

赤井中 中央台南中 平第二中
草野　颯汰 向井　士恩 石塚　遥人
中央台北中 四倉中 玉川中
吉野　剣太 岡　　優貴 新妻　素良

錦中 内郷第一中 草野中
江尻賢史 齋藤　晃央 渡辺　翔貴

タイシンクラブ 平第二中 湯本第三中
時計　太一 鯨岡　北斗 猪狩　和磨
中央台北中 平第一中 金谷卓球クラブ

※開会式直後指定されたコートで試合を行ってください

※開会式直後指定された場所へ集合してください

３２ コート

ステージ集合

ステージ集合

３１ コート
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ステージ集合

ステージ集合

ステージ集合
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ステージ集合

ステージ集合

ステージ集合

３３ コート
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男子シングルスＮｏ３ 一階大体育館
鈴木　紳晃 小松　　祥 三澤　遥樹

江名中 小名浜第二中 中央台北中
渡邊　紘太 鈴木　　廉 柳内　大空
内郷第一中 玉川中 赤井中
伊藤　翔太 金成　正博 星　明日太
いわき卓球 湯本第一中 植田中
鈴木　哉汰 松本　尚樹 宮﨑　壮史

泉中 草野中 平第三中
山木　基由 柴田　英治 大野  魁士

植田中 玉川中 江名中
緑川　拓弥 菜花　尚志 馬上　晴斗
勿来第二中 中央台南中 平第二中
石山　翔啓 相川　　諒 海野　葵威
内郷第一中 小名浜第一中 久之浜中
中村　莞汰 藤田　雅史 立花　礼朗
平第三中 平第二中 泉中

高野　凌輔 山形　悠太 遠藤　倖輝
錦中 勿来第二中 内郷第一中

岡部　至恩 鈴木　武蔵 杉内　翔眞
中央台北中 植田中 小名浜第二中
小野　弘人 小松　大和 相田　春馬

小名浜第一中 湯本第三中 玉川中
鈴木　優輔 千田　陵太 殿岡　純也

草野中 錦中 平第二中
押切　悠嵩 鈴木　寿和 木村　真生

磐崎中 内郷第一中 平第一中
児玉　貴哉 西條　巧馬 渡邉　　順

玉川中 中央台南中 平第三中
志賀　脩太 南　　京助 佐野　瑞之

錦中 赤井中 四倉中
清水　咲汰 坂本　貴大 白土　基樹

みやたクラブ 湯本第三中 中央台南中
柴田　順生 西山　直緒 三浦　聖那

草野中 平第一中 平第三中
永山　裕大 黒木　将登 高木　尚斗

豊間中 小名浜第一中 錦中
新田　　颯 冨澤　愼人 佐久間哲生

赤井中 玉川中 植田中
石川　文裕 平子　航哉 髙橋　知暉
内郷第一中 入遠野中 平第二中
中田　航平 源　　大介 小野　裕大

磐崎中 平第三中 勿来第二中
久々宮匠海 根本　翔太 坂本　脩真
いわき卓球 植田中 小名浜第二中
西山　大地 猪狩　　隼 佐藤　拓真

赤井中 平第二中 中央台北中
緑川　遥斗 早坂　佑弥 加瀬　颯生

植田中 磐崎中 玉川中
油座　琢磨 遠藤　　賢 山崎　真輝

四倉中 草野中 平第三中
鈴木　優也 佐藤　巧実 江尻侑希

勿来卓球クラブ 小名浜第一中 タイシンクラブ
矢内　士温 生田目知哉 高橋　航輝
平第一中 小名浜第一中 赤井中

髙橋　悠輔 髙田　陸成 今井亜珠莉
泉中 平第三中 江名中

根本　　亘 沼知　春弥 中元　大樹
内郷第一中 湯本第一中 小名浜第二中
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男子シングルスＮｏ４ 一階大体育館
佐藤　奏太 小田　琢生 田代　和久

錦中 赤井中 中央台北中
志賀　令惟 須藤　風成 吉田　光希
平第二中 平第三中 中央台南中

平子　智之 平子　広希 大八木涼介
湯本第一中 赤井Jr卓球 小名浜第一中
船生　岳冬 鈴木　智也 平子　　凌
いわき卓球 平第二中 磐崎中
澤野　有澄 大内　紘斗 下山田寛貴
久之浜中 泉中 草野中

村田　愛翔 髙野　　龍 北川　泰三
小名浜第二中 植田中 平第一中
木村　惟人 髙田　嶺成 鈴木　拓斗
内郷第一中 平第三中 湯本第一中
大門　昂平 新妻　尚弥 渡邉　一真

勿来卓球クラブ 平第二中 小名浜第二中
髙萩　　諒 大岡　幸葵 大橋　麻尋

玉川中 勿来第二中 内郷第一中
大津　良介 櫛田　明仁 田中　　響

植田中 湯本第三中 平第三中
松本　拓巳 佐藤　陸哉 佐藤　　健
神谷クラブ 江名中 草野中
鈴木　広琉 髙萩　龍輝 熊谷　亮人
入遠野中 平第一中 平第二中

矢内　怜士 髙萩　　怜 鈴木　拓夢
泉中 玉川中 赤井中

佐久山祐人 蛭田　　翼 堀　　圭佑
小名浜第一中 川部中 中央台南中
渡邉　生直 小澤　哉斗 戸崎　正基

泉中 植田中 平第三中
花塚　貴一 菅野　　蒼 増渕　　仁
平第一中 勿来第二中 玉川中

松﨑　俊喜 若松　駿平 石井　正悟
湯本第三中 平第二中 草野中
佐藤　桂馬 鬼塚　俊治 古市　　陸
入遠野中 中央台北中 内郷第一中

江尻　悠斗 山田　将統 佐久間永遠
中央台北中 湯本第一中 平第二中
渡邉　怜央 伊藤　謙佑 山田　　樹
中央台南中 玉川中 江名中
松山　隼人 長谷川遥大 山野邊瑞希

四倉中 赤井中 平第三中
尾形　桃矢 猪狩　快人 石原　拓弥
入遠野中 金谷卓球クラブ 小名浜第一中

大沼　　源 野﨑　雄介 大和田弓月
小名浜第一中 平第二中 小名浜第二中
箱崎　竜輝 五十嵐健太 山崎　泰基

江名中 磐崎中 内郷第一中
橋本　真吾 佐藤　龍煕 夏井　　凌
中央台南中 草野中 平第三中
三浦　秀慶 芳賀　広和 大平　悠太

泉中 植田中 藤間中
渋谷　佳輝 佐藤　璃玖 佐藤　巧視

小名浜第一中 錦中 玉川中
杉浦　　光 中野　　翼 黒田　　保
内郷第一中 泉中 平第二中
吉田　京平 泉田　　憧 唐橋　幸汰 草野　隆太

江名中 平第一中 入遠野中 赤井中

※開会式直後指定されたコートで試合を行ってください

Ｄ

２コート117

112

113

114

110

111

115

116

103

104

105

100

101

102

109

106

107

108

97

98

93

91

96

90

89

99

94

95

92



女子シングルス　Ｎｏ１

太田　琉杏 生田凜々子 岡田　紗季
勿来卓球クラブ 平第一中 いわき卓球
芳賀　柚音 森　　蘭世 佐藤　　凜

川部中 湯本第三中 磐崎中
片寄　まゆ 宍戸　　凜 中村　乃彩
赤井Jr卓球 内郷第一中 草野中
山崎　梨名 高倉　　楓 松田　咲希
勿来第一中 平第三中 四倉中
鈴木　花愛 小野崎海來乃 四家　美咲
入遠野中 江名中 植田中

新井 しずく 佐々木菜那 横堀　叶望
磐崎中 小名浜第二中 平第二中

早川　真帆 近内　音樺 猪狩　陽南
錦中 中央台南中 湯本第一中

金成　美紅 平子　杏花 川又　　南
玉川中 中央台南中 中央台北中

佐藤　涼音 芝田　瑞菜 髙田　彩華
小名浜第二中 磐崎中 湯本第一中
秋山　瑠唯 田中　奏子 卯尾さくら

玉川中 平第一中 勿来第二中
小平　和音 小林　紗奈 蛭田　朱音

赤井中 平第三中 川部中
平田　万絢 山野辺千尋 松﨑　美咲

四倉中 江名中 草野中
田子　千夏 丹野　愛梨 鈴木　望愛

みやたクラブ 小名浜第二中 久之浜中
小林　結芽 菱沼　雅暖 猪狩　花連

四倉中 勿来第二中 内郷第一中
中山　真希 渡邊あさひ 荒川日菜子

豊間中 平第三中 湯本第三中
佐藤　　花 齋藤レイラ 柳田　　葵
久之浜中 勿来卓球クラブ 小名浜第二中

近野　明音 佐川　　凜 川瀬　千尋
赤井Jr卓球 植田中 磐崎中
目黒明日香 草野　至穂 鈴木  美穂
勿来第二中 赤井中 江名中
小林　美優 伊藤　月奏 鈴木　寧々
内郷第一中 湯本第一中 平第二中
井上　裕景 田中　愛琉 中根穂乃花
湯本第一中 湯本第三中 四倉中
江尻　愛実 下道　美桜 片寄　琉菜

赤井中 平第三中 磐崎中
志田　　好 吉原寿美香 淡路　穂夏
内郷第一中 玉川中 小名浜第二中
鈴木　彩乃 薄葉　藍奈 鈴木  亜美

四倉中 平第一中 江名中
松原さくら 小野　真依 堀田　花鈴
赤井Jr卓球 入遠野中 錦中
浅川　胡桃 山田　　結 佐川さくら
平第三中 川部中 いわき卓球

※開会式直後指定されたコートで試合を行ってください

※開会式直後指定された場所へ集合してください

第１１回いわき小・中学生交流卓球大会

一階大体育館

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

３４コート

３５コート

３６コート

３７コート

３８コート

３９コート

４０コート

25

22

23

24

19

20

21

ステージ集合

ステージ集合

16

17

18 ステージ集合

ステージ集合

ステージ集合

13

14

15

ステージ集合

ステージ集合

ステージ集合

10

11

12

４３コート

４４コート

４５コート

7

8

9

４１コート

４２コート

4

5

6

1

2

3



女子シングルス　Ｎｏ２

満山　梨佳 岡田　理奈 宮内　柚奈

四倉中 植田中 赤井中

鈴木　千鶴 生田目葉月 佐久間菜々美

玉川中 湯本第一中 磐崎中

桒村　夏希 水野　良子 渡辺　琉依

湯本第三中 小名浜第二中 久之浜中

鈴木　瑞歩 新家　里菜 太田佳菜子

江名中 磐崎中 平第一中

村上　真加 目黒　京香 愛川　未来

玉川中 勿来第二中 内郷第一中

蛭田留里香 鈴木　香乃 阿部美咲希

勿来第一中 平第三中 川部中

鈴木穂乃花 坂本明日香 湯田さつき

小名浜第二中 中央台南中 金谷卓球クラブ

志賀　あみ 渡辺　万桜 金成　　聖

中央台北中 勿来第一中 江名中

狩野　栞里 平子　舞華 草野　梨紗

平第二中 湯本第三中 平第三中

塩坪　心音 榊枝　優栞 若松　瑠唯

いわき卓球 草野中 磐崎中

蛭田かれん 西山　菜都 鈴木　亜依

植田中 湯本第一中 小名浜第二中

松田ゆうな 渡辺　蒼衣 鷺　日陽里

川部中 磐崎中 錦中

鈴木美夢奈 馬目　歩羽 山野邉　櫻

金谷卓球クラブ 中央台北中 平第一中

上遠野真穂 鈴木　菜緒 野木　愛生

内郷第一中 草野中 湯本第三中

吉田　莉菜 村田　美茜 清藤　杏加

中央台南中 平第三中 四倉中

遠藤陽花理 金田　文恵 白土  陽愛

川部中 赤井Jr卓球 江名中

渡邊　美月 國井　もも 阿部江津子

いわき卓球 赤井中 小名浜第二中

松本　菜月 佐々木香子 木村　蘭愛

平第一中 久之浜中 中央台南中

太田　愛香 小湊　遥奈 加藤　鳴菜

平第三中 湯本第一中 磐崎中

蛭田　彩香 豊田　菜智 志賀香名子

川部中 湯本第三中 平第三中

草野　有香 堀井　友香 勝又　郁美

平第二中 内郷第一中 勿来第二中

酒井　莉央 佐藤　伊吹 芦間　美貴

中央台南中 勿来卓球クラブ 入遠野中

篠原　美穂 齋藤　愛子 渡邉　莉加

平第三中 玉川中 小名浜第二中

佐藤可奈美 賀沢　　凜 室井　香凜

中央台南中 四倉中 平第一中

冨樫　七海 内山  春菜 熊坂　汐夏

錦中 江名中 小名浜第一中

滝　　若菜 小島　愛里 平間菜津美

磐崎中 植田中 いわき卓球

一階大体育館

Ｇ

Ｆ

Ｅ

Ｈ
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46
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29

30
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女子シングルス　Ｎｏ３

渡部さやか 薄葉　楓華 久保菜々美

草野中 平第一中 いわき卓球

白土なな海 小澤　みく 根本　留莉

江名中 植田中 赤井中

鈴木　咲藍 渡邉　千夏 小山　優里

勿来卓球クラブ 四倉中 金谷卓球クラブ

根本　実歩 引地　桃華 花塚　来実

神谷クラブ 磐崎中 湯本第三中

髙木　彩萌 服部　葵蘭 赤津　ひかり

平第三中 玉川中 錦中

齋藤　舞桜 角田　彩香 小松　美月

川部中 小名浜第二中 中央台南中

松岡　享実 鵜沼　彩乃 滝沢　桃花

赤井中 勿来第二中 内郷第一中

佐藤　菜海 小山　詩未 新妻  明莉

小名浜第一中 湯本第三中 江名中

折笠　莉彩 大田原 和奏 渡邉　華奈

入遠野中 磐崎中 玉川中

蛭田　愛梨 佐々木夏美 佐々木晴日

川部中 小名浜第二中 小名浜第一中

佐藤　凪音 渡邉　妃奈 佐藤　美愛

中央台北中 平第三中 久之浜中

桐生　菜央 田口　空奈 根本　未来

赤井中 中央台南中 草野中

坂本千梨花 川尻　幸恵 小貫　愛花

小名浜第二中 平第二中 湯本第一中

鈴木　美羽 岡田万祐子 鈴木　　遥

内郷第一中 勿来第二中 湯本第三中

金成　玲奈 小野　花織 横田　七海

中央台南中 小名浜第二中 入遠野中

遠藤　千里 根本　芙実 宮野　咲希

江名中 四倉中 磐崎中

面川　瑞葉 伊藤さくら 鈴木さくら

いわき卓球 磐崎中 赤井中

川村寿衣莉 蛭田　早稀 原　　彩花

久之浜中 錦中 平第三中

緑川　愛奈 奥村　明寧 宇佐美心花

植田中 湯本第一中 赤井Jr卓球

木原　青海 佐藤　李音 河野　陽菜

川部中 玉川中 磐崎中

湯田ひなの 鈴木　桃花 薄葉野乃華

金谷卓球クラブ 小名浜第二中 平第一中

阿部美沙希 齋藤　ルイ 星　みらい

草野中 勿来卓球クラブ 平第三中

小野　七望 會川　理花 阿部　桃花

小名浜第一中 四倉中 湯本第一中

若林　寧々 髙木　愛茄 佐藤あいせ

内郷第一中 植田中 磐崎中

根本カノン 勝沼　　麦 小林あおい

久之浜中 中央台南中 神谷クラブ

吉田　柚葉 草野　美空 秋元　涼那

江名中 平第二中 草野中

二階小体育館

１コート

２コート

３コート

４コート

５コート

Ｊ

Ｉ

Ｌ

Ｋ

76

77

73

74

75

70

71

72

二階小体育館

二階小体育館

67

68

69 二階小体育館

二階小体育館

二階小体育館

64

65

66

１３コート

二階小体育館

二階小体育館

61

62

63 １２コート

１０コート

１１コート

58

59

60

７コート

８コート

９コート

55

56

57 ６コート

52

53

54



女子シングルス　Ｎｏ４

矢作　愛望 本間　菜緒 山下　ゆき

内郷第一中 勿来第二中 四倉中

坂本梨々香 長久保瑞穂 武田　歩美

湯本第三中 平第三中 川部中

澤木　真生 笹木　彩夏 四家樹莉亜

平第一中 平第二中 中央台南中

志賀　光莉 皆川　朝香 鈴木　奈菜

平第三中 小名浜第二中 錦中

吉田　和夏 渡部　海羽 前田  実喜

湯本第一中 植田中 江名中

鈴木　千尋 西田真侑子 倉富　　唯

みやたクラブ 玉川中 いわき卓球

虻川　紗希 片寄　瑠梨 平子　知暖

勿来第二中 久之浜中 入遠野中

長澤　舞桜 川本　優菜 岡安　瑞歩

磐崎中 平第三中 赤井中

井上　　華 白鳥美央莉 八巻　芽生

金谷卓球クラブ 江名中 錦中

江間　愛奈 川上　瑠依 酒井　百花

久之浜中 磐崎中 草野中

八久保彩音 馬上　詩菜 澤村　瑠衣

内郷第一中 玉川中 小名浜第二中

伊藤　乃愛 鈴木　里歩 林　佳那子

赤井中 中央台北中 四倉中

粥塚明日香 石川　愛実 髙橋　譲葉

中央台北中 勿来第一中 平第一中

高橋　桃香 小野寺 未咲 荒川　桃花

赤井中 磐崎中 中央台南中

坂本　愛奈 四條月玲依 佐藤　美咲

内郷第一中 久之浜中 平第三中

藁谷　そら 長谷川佳帆 横田　未来

湯本第一中 磐崎中 金谷卓球クラブ

佐川穂乃佳 石井　萌依 小泉　まい

植田中 草野中 小名浜第二中

根本　彩花 服部　央和 新妻　菜月

錦中 平第二中 玉川中

四家　未晴 西　　美咲 須藤　美咲

江名中 磐崎中 勿来第二中

鴨　　蘭月 藤田　澪奈 白石　美鈴

錦中 中央台南中 湯本第三中

佐藤　風深 志賀　智香 加藤　夏海

赤井中 平第三中 玉川中

渡辺　羽音 濵名　美里 渡邉　　桜

内郷第一中 勿来卓球クラブ 小名浜第二中

谷内美桜々 佐藤　颯香 小田桐　菫

赤井Jr卓球 内郷第一中 いわき卓球

遠藤　日菜 清水　心音 長谷川優里

植田中 川部中 四倉中

薄井　彩花 猪狩あすか 庭瀬　楓花

小名浜第一中 豊間中 平第一中

二階小体育館
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第１１回　いわき小・中学生交流卓球大会男子順位決定トーナメント

A C

B D

第１１回　いわき小・中学生交流卓球大会女子順位決定トーナメント

７

６

５

４

３

Ｏ　坂本　愛奈（内郷一中）

Ｂ　田子　千夏（みやたクラブ） Ｊ　坂本千梨花（小名浜二中）

Ｇ　上遠野真穂（内郷一中）

Ｍ　矢作　愛望（内郷一中）

１０

９

８

Ｐ　鴨　　蘭月（錦中） 19Ｈ　滝　　若菜（磐崎中）

熊田 侑莉(内郷一中) 20小西 真優(小名浜一中)

18

16

Ｃ　小林　結芽（四倉中） Ｋ　鈴木　美羽（内郷一中）

17Ｆ　鈴木美夢奈（金谷卓球クラブ）

Ｅ　満山　梨佳（四倉中）

Ｎ　伊藤　乃愛（赤井中）

13

14

Ｄ　浅川　胡桃（平三中） Ｌ　吉田　柚葉（江名中） 15

Ａ　太田　琉杏（勿来卓球クラブ） Ｉ　渡部さやか（草野中） 12

１

２

本田みらい(小名浜一中) 熊田 朋華(熊田卓球) 11

佐久山祐人（小名浜一中） 146 大澤　　柊（玉川中）

8 時計　太一（中央台北中）

渡邉　生直（泉中） 157 松本　拓樹（泉中）

大沼　　源（小名浜一中） 16

小松伶雄人（錦中）

清水　咲汰（みやたクラブ） 113 古川政二朗（泉中）

志賀　脩太（錦中） 102

西山　大地（赤井中） 124 藤田　　寿（小名浜二中）

佐藤　奏太（錦中） 135 新妻　慧祐（藤間中）

平成28年9月17日

鈴木　紳晃（江名中） 91 船生　　優(赤井中)


