
令和元年度

福島県卓球選手権大会（カデットの部）

　 　いわき地区予選会

日　　時 令和元年８月３日（土）～４日（日）

場　　所 南部アリーナ

主　　催 いわき卓球協会

後　　援 いわき市

　　　開式のことば

　　　あいさつ いわき卓球協会会長 雨澤　哲弘

　　　競技上の注意 審　判　長 桑原　俊雪

　　　選手宣誓

　　　会場使用上の注意 会場主任 近藤 弘敏

　　　運営上の注意 競技委員長 鈴木　栄喜

事務局長 三瓶　清次

　　　閉式のことば

13才男子Ｓ 13才女子Ｓ 14才男子Ｓ 14才女子Ｓ

鈴木　　峻　 鈴木千菜実 木村　裕人 株木　智恵 東海林昌史 大平ちはる　 (勿来一中)

(四倉中) (勿来卓球) (みやたクラブ) (錦　中) 野崎　雄一 太田佐知子 (勿来卓球)

木村　翔太 鈴木千葉実 佐藤　勇人 鈴木絵理佳 葛西　大悟 香野　友恵

(みやたクラブ) (勿来卓球ク) (内郷一中) (平三中) 近藤　　敦 鈴木絵理佳

近藤　　敦 阿部　杏子 坂本　憲一 小野　晴香 鈴木　隆是 (みやたクラブ) 四家　千里 (四倉中)

(平三中) (川部中) (中央台北中) (勿来二中) 上林　将也 (植田中) 小野　彩夏 (中央台南中)

相良　良昭 鈴木麻衣子 近藤　　敦 鈴木千菜実 木村　翔太 (玉川中) 鈴木千菜実 (勿来卓球ク)

(中央台南中) (磐崎中) (平三中) (勿来卓球ク) 鈴木　孝幸 (内郷一中) 佐藤　晶子 (内郷一中)

安斎　正樹 猪狩　栞菜 相良　吉昭 金刺かおる 木村祐太郎 (赤井中) 齋藤佳菜子

(中央台南中) (四倉卓球クラブ) (中央台南中) (豊間中) 斉藤　　廉 (平一中) 今井　瑠奈

篠田龍一郎 丸山　優衣 井手　貴仁 山下　千尋 田村悠一郎 (小名浜一中) 國玉　早希 (四倉中)

(いわき卓球) (四倉卓球クラブ) (中央台南中) (中央台南中) 篠田龍一郎 (いわき卓球) 丸山　優衣 (四倉卓球クラブ)

小平　健介 井手　琴乃 園部　育実 坂本　怜夏 関根　　彬 佐藤梨香子

（赤井中） (中央台南中) (中央台南中) (内郷一中) 園部　育実 丹治　姫佳

奥村京太郎 中舘　　舞 吉田　直人 星　　百恵 大和田優太 高橋　佑衣 (小名浜一中)

(内郷一中) (金谷卓球ク) (江名中) (植田中) 生田目　武 星　　百恵 (植田中)

田子　千晃 熊田　侑莉 宅間　　悠 猪狩　愛架 大橋　京平 (泉中) 笹島　百加 (勿来二中)

(みやたｸﾗﾌﾞ) (いわき卓球) (中央台南中) (四倉中) 馬場口立樹 (内郷一中) 小野日花里 (勿来卓球)

吉田　真輝 小野日花里 山廼辺晃生 中舘　舞 山廼辺晃生 (磐崎中) 中舘　　舞

(江名中) (勿来二中) (磐崎中) (内郷一中) 久保　佳透 (小名浜二中) 小野志緒里

船生　優 本田みらい 吉田　真輝 小野日花里 田子　千晃 (植田中) 小野日花里 (勿来卓球クラブ)

(赤井中) (いわき卓球) (江名中) (勿来卓球クラブ) 吉田　真輝 (江名中) 國分　陽奈 (本宮卓球クラブ)

時計　太一 本田みらい 船生　　優 熊田　侑莉 船生　　優 (赤井中) 小西　真優 (小名浜一中)

(中央台北中) (小名浜一中) (赤井中) (内郷一中) 時計　太一 (中央台北中) 吉田　柚葉 (江名中)

清水　咲汰 佐川さくら 時計　太一 浅川　胡桃 佐久山祐人 (小名浜一中) 浅川　胡桃 （平三中）

(錦中) (小名浜二中) (中央台北中) (平三中) 大澤　　柊 (玉川中) 滝　　若菜 (磐崎中)

伊藤　翔太 久保菜々美 大和田暖稀 佐川さくら 船生　岳冬 佐川さくら (小名浜二中)

(いわき卓球) (いわき卓球) (錦中) （小名浜二中） 伊藤　翔太 谷内美桜々 （赤井中）

男子Ｄ 女子Ｄ

開会式次第
記　録

　　　事務連絡

栄 光 の 記 録

(中央台南中) (平三中)

17年度 (内郷一中)

18年度 (平三中) (平三中)

19年度

28年度

29年度

30年度 (いわき卓球)

泉中学校　八取　大吉(３日)　　 　勿来第一中学校　鈴木　咲監(４日)　

24年度 (磐崎中)

25年度

26年度 (内郷一中)

27年度

20年度

21年度 (四倉中)

22年度

23年度
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令和元年度福島県卓球選手権大会カデットの部　いわき地区予選成績

１位 ２位 ３位 ３位

西山　歩希 荒川　知哉 小松　雅英 上遠野凌介

(いわき卓球) (　泉中　) (磐崎中) (植田中)

遠藤　龍太 八取　大吉 松本　倫和 物江　秀弥

(いわき卓球) (　泉中　) (勿来卓球ｸﾗﾌﾞ) (植田中)

岡田　蒼衣 根本　真愛 圓谷　侑 佐藤　優奈

(いわき卓球) (小名浜二中) (植田中) (いわき卓球)

渡邊　美月 草野　凜音 眞弓華乃子 小田桐　菫

(いわき卓球) (平三中) (植田中) (いわき卓球)

遠藤　龍太 西山　歩希 鈴木　翔伊 遠藤　州琢

(いわき卓球) (いわき卓球) (錦中) (錦中)

松原さくら 渡邊　美月 倉富　唯 草野　凜音

(小名浜一中) (いわき卓球) (小名浜一中) (平三中)

上遠野凌介 物江　秀弥 四家　疾 山野辺晃大

(植田中) (植田中) (小名浜一中) (平一中)

志賀　愛璃 箱崎　結愛 林　和美 富岡　姫菜

(小名浜一中) (小名浜一中) (小名浜一中) (平三中)

５位 ５位 ５位 ５位

松本　倫和 清野　雅仁 小松　雅英 遠藤　匠梧

(勿来卓球ｸﾗﾌﾞ) (中央台北中) (磐崎中) (小名浜一中)

岡田　蒼衣 齋藤　ルイ 佐藤　優奈 柳内　碧空

(いわき卓球) (勿来卓球ｸﾗﾌﾞ) (いわき卓球) (赤井中)

伊藤　遥夢 上遠野寛門 谷平　琉維 荒川　知哉

(ＮＴＳ) (内郷一中) (久之浜中) (泉中)

根本　真愛 渡邊　萌花 圓谷　侑 小野　愛実

(小名浜二中) (赤井中) (植田中) (入遠野中)

※シングルスは5位まで入賞

13才以下男子Ｓ

13才以下女子Ｓ

14才以下男子Ｓ

14才以下女子Ｓ

男子ダブルス

女子ダブルス

13才以下男子Ｓ

13才以下女子Ｓ

14才以下男子Ｓ

14才以下女子Ｓ



令和元年8月3日

13歳以下男子シングルス (1)

78

鈴木　翔伊 (錦中) 79

(小名浜二中) 77

39 藁谷　琢也 (湯本一中) 増子　拓己 (玉川中)

冨塚　太希 (平一中) 76

38 八杉 旭 (泉中) 中元　駿志

37 金賀　樹彦 (草野中)

太田　　陽 (平二中)
H

74

36 小沼紘太郎 (磐崎中) 徳永　健汰 (草野中) 75

北舘  走祐 (神谷クラブ) 72

34 大和田将寿 (平三中) 後藤　　翼

33 北川　瑛貴 (中央台南中)

D
(湯本一中) 73

35 遠藤　和怜 (平二中)

32 桝田　竜聖 (小名浜二中) 四家　光輝 (植田中) 71

31 芳賀　元徳 (平一中) 鈴木　眞介 (いわき卓球) 70

小嶋　優斗 (内郷一中) 68

30 櫛田　涼介 (江名中) 上遠野緋利

29 中澤　亮太 (磐崎中)

(泉中) 69

28 皆川榮太郎 (川部中) 室　悠人 (中央台北中) 67

(勿来二中) 65

27 長谷川　心 (中央台北中) 鈴木晃太朗 (中央台南中) 66

26 鈴木　悠叶 (みやたクラブ) 緑川　　颯

鈴木　仁 (草野中) 63
C

菅谷　柚伎 (磐崎中) 64

23 馬上　創介 (勿来二中) 金成　駿弥 (小名浜二中) 62

25 遠藤　大陸 (小名浜二中)
G

24 内田　　黎 (平二中)

青木　来聖 (平三中) 60

22 相馬　聖士 (小名浜一中) 片寄　莉脩

21 渡部　優太 (玉川中)

(久之浜中) 61

20 渡辺　大貴 (草野中) 相原　光希 (勿来卓球クラブ) 59

19 宮内　陽良 (赤井中) 佐藤　真翔 (磐崎中) 58

相野谷優輝 (中央台北中) 56

18 澤野　溜生 (久之浜中) 長瀬煌史朗

17 金成　悠紀 (小名浜二中)

(平三中) 57

吉村　陸 (錦中)
F

54

16 平　　音弥 (磐崎中) 渡邉　虹夜 (草野中) 55

大和田　聖 (内郷一中) 52

14 小松　恵汰 (平二中) 渡邉　　諒

13 芳賀　亮太 (小名浜一中)

B
(小名浜二中) 53

15 船山　彪雅 (平三中)

12 江川　健斗 (内郷一中) 山崎　陽史 (玉川中) 51

11 猪狩　和磨 (金谷卓球クラブ) 小野　結大 (平二中) 50

佐々木奏友 (磐崎中) 48

10 野木　将志 (湯本一中) 平澤　直明

9 佐藤　悠斗 (勿来二中)

(江名中) 49

8 依田　典峨 (中央台北中) 鈴木　悠斗 (草野中) 47

7 金成 永樹 (泉中) 鈴木　秀斗 (中央台南中) 46

長谷川柔大 (赤井中) 44

6 小鍜治蒼汰 (勿来卓球クラブ) 矢部　陽人

5 後藤　大叶 (錦中) A
E

(湯本一中) 45

4 佐藤　海地 (中央台南中) 大友　一輝 (川部中) 43

3 太田　　諒 (磐崎中) 田中　宏河 (泉中) 42

福島県カデット選手権大会いわき地区予選

遠藤　匠梧 (小名浜一中) 40

2 芳賀　千仁 (草野中) 高木　明稔

1 西山　歩希 (いわき卓球)

(平二中) 41



令和元年8月3日

13歳以下男子シングルス (2)

157

(小名浜一中) 156

118 猪狩　快人 (内郷一中) 清野　雅仁 (中央台北中)

大和田悠斗 (中央台南中) 155

117 今田　吏玖 (平三中) 渡邊　勇希

116 舟木　鳳舞 (磐崎中)

髙木 奏 (泉中) 153

115 鈴木　緑空 (小名浜一中) 加藤　　昊 (湯本一中) 154

西尾　吏功 (磐崎中) 151

113 蛭田　蒼人 (草野中) 西山恭太郎

112 佐藤　　聖 (赤井中)

L
P

(川部中) 152

114 松本　翼 (玉川中)

111 岡田　海渡 (平二中) 片野　優牙 (錦中) 150

110 小松　海凪 (江名中) 遠藤　蓮也 (久之浜中) 149

高橋　聖人 (湯本三中) 147

109 富岡　晴哉 (中央台南中) 藤原　央貴

108 富山　颯太 (川部中)

(平一中) 148

107 伏見　響 (中央台北中) 大和田剛史 (江名中) 146

(中央台北中) 144

106 鈴木　　佑 (植田中) 平峯　陽斗 (平三中) 145

105 小沼　　徹 (小名浜二中) 江尻　侑希

大木　正也 (小名浜二中) 142
K

畠山　　翔 (平二中) 143

102 柳田　悠 (草野中) 瀬谷　悠人 (内郷一中) 141

104 髙橋　歩夢 (磐崎中)
O

103 力丸　翔和 (平二中)

鈴木　良牙 (草野中) 139

101 宇佐見詔甲 (平一中) 大友　康暉

100 佐久間大輔 (錦中)

(磐崎中) 140

99 飛田 雅斗 (泉中) 佐藤　颯真 (湯本一中) 138

98 吉田　大育 (平二中) 小澤　尚斗 (植田中) 137

矢内　堅斗 (小名浜一中) 135

97 中根　萊 (草野中) 藁谷　涼羽

96 秋元　優希 (勿来二中)

(草野中) 136

関根 慈紀 (泉中)
N

133

95 坪井弘太郎 (久之浜中) 小畑　琉生 (勿来二中) 134

松田　七輝 (小名浜二中) 131

93 山野辺翔太 (Team SANKYO) 遠藤　一真

92 佐藤　咲斗 (平一中)

J
(磐崎中) 132

94 小川　寛斗 (小名浜二中)

91 鈴木　颯太 (玉川中) 坂本　哉夢 (中央台北中) 130

90 深瀨龍之資 (泉中) 安龍　治輝 (中央台南中) 129

江名崇一郎 (小名浜二中) 127

89 岡本　　心 (磐崎中) 國井　陽毅

88 小鍜治　暖 (勿来卓球クラブ)

(中央台南中) 128

87 内海　崇斗 (平三中) 中山　駿 (草野中) 126

86 坂本　大和 (草野中) 冨岡　千聖 (玉川中) 125

小鍛治輝斗 (錦中) 123

85 藤本　希織 (錦中) 大平　元希

84 小野　聡大 (中央台南中) I
M

(豊間中) 124

83 伊藤　優心 (四倉卓球クラブ) 渡辺友紀柊 (久之浜中) 122

82 根本　龍輝 (中央台北中) 鈴木　元大 (赤井中) 121

福島県カデット選手権大会いわき地区予選

戸崎　滉太 (平三中) 119

81 村上　煌我 (湯本一中) 内海　柚輝

80 遠藤　龍太 (いわき卓球)

(平二中) 120



13歳以下男子シングルスベスト16トーナメント

S1 遠藤　州琢 (錦中)

B 宮内　陽良 (赤井中)

(内郷一中)

K

松本　倫和 (勿来卓球ｸﾗﾌﾞ) S3

山野辺翔太 (Team SANKYO) J

飛田 雅斗 (泉中)G 青木　来聖 (平三中)

(平三中) D

E 遠藤　匠梧 (小名浜一中) 遠藤　龍太 (いわき卓球) I

大和田将寿L 猪狩　快人

P 清野　雅仁 (中央台北中) H

戸崎　滉太 (平三中) M

鈴木　翔伊 (錦中)

(錦中)

C 鈴木　悠叶 (みやたクラブ)

F

A 西山　歩希 (いわき卓球) 江尻　侑希 (中央台北中) O

吉村　陸N 矢内　堅斗 (小名浜一中)

小松　雅英 (磐崎中) S2



令和元年年8月3日

14歳以下男子シングルス (1)

14歳以下男子シングルス決勝戦

上遠野凌介 (植田中)  ②　物江　秀弥　　(植田中)

上遠野凌介 (植田中) 79

(草野中) 77

高根澤勇士 (中央台北中)39 四家　　疾 (小名浜一中) 78

児山　虹大 (玉川中) 76

38 大平　絢斗 (植田中) 椎本　恭悟

37 関　　温人 (玉川中)

36 鈴木　雄大 (磐崎中) 飯塚　雄基 (中央台南中) 75

35 鎌田　稜翔 (中央台北中) 小椋　優斗 (勿来二中) 74

佐久間凛音 (平二中) 72

34 赤塚　歩 (草野中) 佐藤　芳洋

33 持地　駿 (中央台南中)

(平一中) 73

32 皆川　裕弥 (勿来二中) 山下　洸成 (錦中) 71

31 布谷　豪 (藤間中) 鈴木　翔太 (小名浜二中) 70

江口　翔琉 (平三中) 68

30 和田　　楽 (平二中) 吉田　綾翔

29 鈴木　原也 (平一中)

(小名浜一中) 69

28 齋藤海七渡 (内郷一中) 平澤　稜希 (江名中) 67

27 鎌倉　晴輝 (赤井中) 安　　陸羽 (植田中) 66

松崎　祥大 (玉川中) 64

26 小田　瑛斗 (玉川中) 生田目　迅

25 三輪　海斗 (平二中)

(磐崎中) 65

24 渡辺　凱斗 (入遠野中) 越渡　健太 (湯本一中) 63

23 中嶋　文輝 (川部中) 中村　瑛壬 (草野中) 62

西元　漣音 (泉中) 60

22 佐藤　優太 (小名浜二中) 髙野　睦斗

21 関本　捷汰 (平二中)

(平二中) 61

遠藤　柊生 (錦中) 58

20 佐藤　蒼空 (植田中) 鈴木　洸太 (内郷一中) 59

柳内　海音 (草野中) 56

18 平山　敬佑 (磐崎中) 猪狩　蒼太

17 熊谷　昊河 (草野中)

①
(平二中) 57

19 谷平　琉維 (久之浜中)

16 鈴木　優太 (平二中) 渡邉　将人 (中央台北中) 55

15 田仲　悠人 (内郷一中) 横田　祐太 (入遠野中) 54

吉野　大喜 (平一中) 52

14 丹　琉哉 (小名浜二中) 星　　雄陽

13 渡邉　泰成 (玉川中)

(植田中) 53

12 馬目　柊翔 (江名中) 渡邊　悠太 (磐崎中) 51

11 岩野　快理 (平三中) 淺野　天翔 (泉中) 50

酒井　悠誠 (平二中) 48

10 小野　海翔 (中央台北中) 新妻　高成

9 浦島　健矢 (平二中)

(中央台南中) 49

8 塩田　周作 (草野中) 亀山　真吾 (赤井中) 47

7 猪狩　颯汰 (中央台南中) 小山　響稀 (湯本三中) 46

緑川　遥輝 (川部中) 44

6 井上　心優 (平一中) 髙橋　祐気

5 吉田　一獅 (赤井中)

(平二中) 45

(植田中) 松本　翔 (平三中) 42

4 鈴木　皇成 (豊間中) 佐藤　龍輝 (小名浜二中) 43

福島県カデット選手権大会いわき地区予選

①

伊藤　遥夢 (NTS) 40

2 木内　健太 (錦中) 長谷川慶成

1 八取　大吉 (泉中)

(平二中) 41

3 星　　遥友
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14歳以下男子シングルス (2)

158

119 上遠野寛門 (内郷一中)

(小名浜一中) 157

118 鈴木　誠人 (平二中) 荒川　知哉 (泉中)

小峯　弘夢 (玉川中) 156

117 鈴木　創太 (勿来二中) 廣島　幸來

116 佐藤　翔輝 (小名浜二中)

115 佐藤　由知 (中央台南中) 蛭田　那生 (植田中) 155

114 嵐田　想良 (平二中) 高木　悠希 (中央台南中) 154

酒井　春人 (草野中) 152

113 田口　祥太 (玉川中) 坂本康太朗

112 本多　春弥 (湯本三中)

(平一中) 153

111 渡部　愛瑠 (平三中) 蛭田　昴 (錦中) 151

110 馬上　大輝 (江名中) 鈴木　優輔 (磐崎中) 150

國友　　航 (内郷一中) 148

109 前田　拓海 (中央台北中) 後藤　　凛

108 大友　武琉 (磐崎中)

(平二中) 149

107 伊藤蓮乃祐 (平一中) 坂本　遙大 (勿来二中) 147

106 吉田　凱智 (平二中) 志賀　幸希 (玉川中) 146

門馬　響 (豊間中) 144

105 渡辺　櫂 (草野中) 鈴木蒼之心

104 川崎　　秀 (植田中)

(中央台北中) 145

103 鈴木　一真 (久之浜中) 馬目　翔矢 (小名浜二中) 143

102 関根　佳孝 (赤井中) 伊藤　有人 (湯本一中) 142

村山　暁洋 (中央台南中) 140

101 本間　力 (入遠野中) 櫛田　知毅

100 木田　優也 (泉中)

(植田中) 141

138

99 山野　颯太 (小名浜二中) 鈴木蒼一朗 (内郷一中) 139

98 大井川泰雅 (川部中) 秦野　誠也 (草野中)
②

白土　海斗 (江名中) 136

97 山﨑　えん (植田中) 浅野　拓巳

96 佐藤　孝洋 (平一中)

(川部中) 137

95 伊藤　瞭佑 (玉川中) 佐藤　　蓮 (小名浜一中) 135

94 奥山　結斗 (平二中) 入江　恭平 (中央台南中) 134

日向　大地 (植田中) 132

93 宮田　竣介 (小名浜一中) 黒田　悠希

92 伊藤　　輝 (泉中)

(玉川中) 133

91 渡部　哲士 (磐崎中) 佐々木　翼 (泉中) 131

90 村上　翔太 (草野中) 木村　昌暉 (平二中) 130

谷　　将吾 (小名浜二中) 128

89 白圡　祐汰 (中央台北中) 鈴木　創嵐

88 高橋　渚 (中央台南中)

(中央台北中) 129

87 圓谷　優斗 (平二中) 佐藤　蓮 (平三中) 127

86 斎藤　優吏 (赤井中) 國井　悠誠 (平二中) 126

田巻　佳悟 (赤井中) 124

85 大岡　夏葵 (勿来二中) 吉田　綜真

84 桑野　雅由 (玉川中)

(玉川中) 125

83 市村　侑己 (錦中) 齋藤　勇太 (湯本三中) 123

82 吉川　拓真 (小名浜二中) 猪狩　和希 (平二中) 122

福島県カデット選手権大会いわき地区予選

山野辺晃大 (平一中) 120

81 猪狩　　昭 (平一中) 齊藤　俐貴

80 物江　秀弥 (植田中)

(草野中) 121
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男子ダブルス

(泉中) 93

47 遠藤　州琢・鈴木 翔伊 (錦中)

矢内　堅斗・相馬　聖士 (小名浜一中) 92

46 緑川　　颯・秋元　優希 (勿来二中) 荒川　知哉・八取　大吉

45 國井　悠誠・関本　捷汰 (平二中)

蛭田　昴・市村　侑己 (錦中) 90

44 松崎　祥大・吉田　綜真 (玉川中) 小田　瑛斗・生駒　陽向 (玉川中) 91

丹　　琉哉・佐藤　龍輝 (小名浜二中) 88

42 鈴木　　佑・小澤　尚斗 (植田中) 白圡　祐汰・鈴木蒼之心

41 佐藤　優太・吉川　拓真 (小名浜二中)

(中央台北中) 89

43 中元　駿志・江名崇一郎 (小名浜二中)

86

40 鈴木　緑空・芳賀　亮太 (小名浜一中) 佐藤　海地・鈴木晃太朗 (中央台南中) 87

39 鈴木　一真・渡辺友紀柊 (久之浜中) 木村　昌暉・圓谷　優斗 (平二中)

鈴木　優輔・渡部　哲士 (磐崎中) 84

38 斎藤　優吏・鎌倉　晴輝 (赤井中) 馬上　創介・佐藤　悠斗

37 平山　敬佑・大友　武琉 (磐崎中)

(勿来二中) 85

36 高木　悠希・村山　暁洋 (中央台南中) 谷平　琉維・遠藤　蓮也 (久之浜中) 83

35 前田　拓海・小野　海翔 (中央台北中) 四家　　疾・吉田　綾翔 (小名浜一中) 82

渡邉　　諒・小沼　　徹 (小名浜二中) 80

34 國友　　航・齋藤海七渡 (内郷一中) 中嶋　文輝・浅野　拓巳

33 加藤　　昊・矢部　陽人 (湯本一中)

(川部中) 81

78

32 嵐田　想良・吉田　凱智 (平二中) 佐藤　蓮・岩野　快理 (平三中) 79

31 星　　雄陽・山﨑　えん (植田中) 浅野　天翔・鈴木　眞介 (泉中・いわき卓球)

蛭田　那生・大平　絢斗 (植田中) 76

30 新妻　高成・佐藤　由知 (中央台南中) 浦島　健矢・三輪　海斗

29 谷　　将吾・遠藤　大陸 (小名浜二中)

(平二中) 77

74

28 大友　一輝・皆川榮太郎 (川部中) 鈴木　秀斗・大和田悠斗 (中央台南中) 75

27 関根 慈紀・上遠野緋利 (泉中) 藁谷　琢也・野木　将志 (湯本一中)

佐藤　　聖・鈴木　元大 (赤井中) 72

26 長谷川慶成・髙野　睦斗 (平二中) 髙木 奏・金成 永樹

25 後藤　大叶・片野　優牙 (錦中)

(泉中) 73

24 小松　雅英・松本　倫和 (磐崎中・勿来卓球) 清野　雅仁・江尻　侑希 (中央台北中) 71

23 木田　優也・西元　漣音 (泉中) 鈴木蒼一朗・上遠野寛門 (内郷一中) 70

持地　駿・猪狩　颯汰 (中央台南中) 68

22 櫛田　知毅・四家　光輝 (植田中) 桝田　竜聖・松田　七輝

21 鈴木　創嵐・鎌田　稜翔 (中央台北中)

(小名浜二中) 69

66

20 緑川　遥輝・大井川泰雅 (川部中) 猪狩　和希・佐久間凛音 (平二中) 67

19 髙橋　祐気・酒井　悠誠 (平二中) 柳内　海音・渡辺　櫂 (草野中)

佐藤　蒼空・川崎　　秀 (植田中) 64

18 大岡　夏葵・小椋　優斗 (勿来二中) 鈴木　雄大・生田目　迅

17 宮内　陽良・長谷川柔大 (赤井中)

(磐崎中) 65

62

16 金成　悠紀・金成　駿弥 (小名浜二中) 皆川　裕弥・小畑　琉生 (勿来二中) 63

15 山野辺翔太・猪狩　和磨 (SANKYO・金谷) 奥山　結斗・鈴木　優太 (平二中)

富山　颯太・西山恭太郎 (川部中) 60

14 木内　健太・遠藤　柊生 (錦中) 富岡　晴哉・小野　聡大

13 高橋　渚・北川　瑛貴 (中央台南中)

(中央台南中) 61

12 宮田　竣介・遠藤　匠梧 (小名浜一中) 山野　颯太・鈴木　翔太 (小名浜二中) 59

11 鈴木　洸太・田仲　悠人 (内郷一中) 佐々木　翼・伊藤　　輝 (泉中) 58

佐藤　　蓮・廣島　幸來 (小名浜一中) 56

10 渡邊　悠太・髙橋　歩夢 (磐崎中) 吉村　陸・小鍛治輝斗

9 入江　恭平・飯塚　雄基 (中央台南中)

(錦中) 57

(小名浜二中) 53

7 佐藤　颯真・村上　煌我 (湯本一中) 猪狩　蒼太・鈴木　誠人 (平二中) 54

8 安　　陸羽・日向　大地 (植田中) 北舘　走祐・伊藤　優心 (神谷・四倉卓球) 55

6 和田　　楽・後藤　　凛 (平二中) 佐藤　翔輝・馬目　翔矢

5 坂本　遙大・鈴木　創太 (勿来二中)

吉田　一獅・関根　佳孝 (赤井中) 安龍　治輝・國井　陽毅 (中央台南中) 50

4 小川　寛斗・大木　正也 (小名浜二中) 越渡　健太・伊藤　有人 (湯本一中) 51

亀山　真吾・田巻　佳悟 (赤井中) 52

福島県カデット選手権大会いわき地区予選

上遠野凌介・物江　秀弥 (植田中) 48

2 坪井弘太郎・片寄　莉脩 (久之浜中) 渡邉　将人・高根澤　勇士

1 西山　歩希・遠藤　龍太 (いわき卓球)

(中央台北中) 49

3
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13歳以下女子シングルス

56 佐藤　優奈 (いわき卓球) 渡邊　美月 (いわき卓球) 112

55 常盤　華麗 (川部中) 渡辺　咲嘉 (内郷一中) 111

遠藤　心和 (平一中) 109

54 佐久間美羽 (中央台南中) 渋谷　海奏

53 秋山きずな (赤井中)

(玉川中) 110
H P

52 佐藤夏菜海 (平三中) 小野　夏実 (錦中) 108

51 正木　結衣 (勿来二中) 志賀　泉季 (小名浜二中) 107

新家　未来 (磐崎中) 105

50 小松 苺 (勿来一中) 沼田　美月

49 佐藤　麗奈 (入遠野中)

(平二中) 106

48 地引　　遥 (内郷一中) 八代　愛哩 (平三中) 104

47 根本　茉琳 (玉川中) 緑川　由愛 (植田中) 103

雫　　心花 (赤井中) 101

46 江尻　　茜 (湯本一中) 関根　汐里

45 関永綺羅星 (草野中)

(草野中) 102
G O

44 髙萩　喜結 (小名浜二中) 大和田聖奈 (勿来二中) 100

43 永山　遥 (豊間中) 猪狩　七菜 (豊間中) 99

芳賀　心夏 (草野中) 97

42 大津　奈々美 (みやたクラブ) 小倉　正恵

41 大槻　真央 (磐崎中)

(Team SANKYO) 98

40 砂谷　美羽 (湯本一中) 小野田 沙耶 (勿来一中) 96
F N

39 永山　澪来 (湯本三中) 木村　海琴 (小名浜一中) 95

正木　奈緒 (勿来二中) 93

38 薄葉　茉彩 (平一中) 鈴木　伶美

37 佐藤　結衣 (小名浜一中)

(江名中) 94

36 見城　柚妃 (いわき卓球) 鈴木　初美 (赤井中) 92

35 作山ゆりあ (小名浜二中) 小澤　莉実 (入遠野中) 91

小鍜治柚衣 (勿来卓球クラブ) 89

34 江口　更 (錦中) 植松　美樹

33 木村　日南 (赤井中)

(湯本一中) 90

32 古市　美帆 (中央台南中) 田中　嘉音 (磐崎中) 88
E M

31 長谷川百花 (草野中) 矢吹　未羽 (平三中) 87

松崎　夢 (いわき卓球) 85

30 鈴木　友那 (平三中) 金古　栞

29 齋藤ルイ (勿来卓球クラブ)

(中央台南中) 86

28 松原さくら (小名浜一中) 小田桐　菫 (いわき卓球) 84

27 服部　　愛 (内郷一中) 先﨑　　悠 (湯本一中) 83

渡邉　夢子 (内郷一中) 81

26 高橋　陽菜 (草野中) 酒井　　花

25 仲村　香穂 (勿来卓球クラブ)

(小名浜一中) 82
D L

24 小野　成美 (平三中) 坂本　真梨 (勿来二中) 80

23 佐藤　美羽 (四倉卓球クラブ) 三瓶　美咲 (勿来卓球クラブ) 79

熊谷　莉音 (小名浜二中) 77

22 佐藤　桜心 (磐崎中) 小林　明生

21 小野さくら (勿来一中)

(四倉卓球クラブ) 78

20 洲崎　沙弥 (平一中) 竹森　英恵 (みやたクラブ) 76

19 見城　月菜 (いわき卓球) 早川 陽咲 (勿来一中) 75

片寄　伶菜 (草野中) 73

18 小山　梨花 (小名浜二中) 関　　真央

17 伊藤くるみ (勿来二中)

(平三中) 74
C K

16 江尻　惺菜 (中央台北中) 遠藤つばさ (磐崎中) 72

15 柳内　碧空 (赤井中) 鈴木　琴美 (赤井中) 71

鈴木　　歌 (小名浜二中) 69

14 関根　朱里 (草野中) 蓬田　佳凜

13 猪狩　未来 (湯本一中)

(中央台北中) 70

12 宮本　真央 (中央台南中) 野崎　史満 (中央台南中) 68
B J

11 大熊佳由英 (玉川中) 沼知　凜桜 (湯本一中) 67

鈴木さくら (川部中) 65

10 藁谷　祐希 (川部中) 山内　彩圭

9 佐山　愛香 (勿来二中)

(勿来二中) 66

8 八巻　南星 (小名浜一中) 安島　　凜 (内郷一中) 64

7 伊師 心花 (勿来一中) 庄司　芙桜 (赤井中) 63

加藤いおん (勿来一中) 61

6 近江　優理 (平二中) 永山  和奏

5 大内　樺子 (内郷一中)

(神谷クラブ) 62

4 柳内　虹空 (いわき卓球) 今野　えりか (平三中) 60
A I

3 船生　夏帆 (赤井中) 市原　美音 (平一中) 59

倉富　　唯 (小名浜一中) 57

2 藤田みひろ (小名浜二中) 折笠　仁美

1 草野　凜音 (平三中)

(入遠野中) 58



13歳以下女子シングルスベスト16トーナメント

B 八巻　南星 (小名浜一中) 渡邊　美月

S1 岡田　蒼衣 (いわき卓球)

(いわき卓球) P

O 緑川　由愛 (植田中) 永山　遥 (豊間中) G

(赤井中) N

M 松崎　夢 (いわき卓球) 齋藤ルイ (勿来卓球クラブ) E

D 松原さくら (小名浜一中) 鈴木　初美

(いわき卓球) L

K 鈴木　琴美 (赤井中) 柳内　碧空 (赤井中) C

H 佐藤　優奈 (いわき卓球) 小田桐　菫

(勿来二中) J

I 倉富　　唯 (小名浜一中) 草野　凜音 (平三中) A

F 見城　柚妃 (いわき卓球) 山内　彩圭
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14歳以下女子シングルス

44 小野　愛実 (入遠野中) 根本　真愛 (小名浜二中) 88

43 遠藤優莉亜 (勿来一中) 鈴木　琉奈 (平一中) 87

白土　心晴 (江名中) 85

42 舟木　愛琴 (磐崎中) 本名　未空

41 澁谷　祥子 (豊間中)

(平三中) 86

40 渡邉　環 (草野中) 相田　瑞葵 (草野中) 84

39 小倉　若菜 (平三中) 中島　奈那 (中央台北中) 83

江﨑　　桜 (植田中) 81

38 鈴木　えみ (赤井中) 田村　晴菜

37 新妻　萌衣 (小名浜一中)

(久之浜中) 82

36 小林　萌花 (中央台北中) 郡司　伶奈 (磐崎中) 80

35 佐々木寧音 (小名浜二中) 辻浦 羽彩 (勿来一中) 79

遠藤　百桜 (久之浜中) 77

34 眞弓華乃子 (植田中) 青柳　來夢

33 富岡　姫菜 (平三中)

(赤井中) 78

32 濱名 美里 (勿来一中) 齋藤　涼夏 (豊間中) 76

31 佐山　萌香 (勿来二中) 根岸 愛佳 (勿来一中) 75

小林　咲希 (磐崎中) 73

30 鈴木　瑞菜 (玉川中) 宗形　瑠夏

29 鷹　　初月 (小名浜二中)

(平三中) 74

28 阿久津里奈 (中央台北中) 渡辺さくら (入遠野中) 72

27 猪瀬　萌果 (平一中) 奥井　華憐 (湯本三中) 71

山木まりあ (小名浜二中) 69

26 石井なの葉 (中央台北中) 古堅　まり

25 片寄　結菜 (草野中)

(中央台北中) 70

24 齋藤　まゆ (入遠野中) 鈴木　望来 (平二中) 68

23 佐々木華奈 (久之浜中) 志賀　愛璃 (小名浜一中) 67

四條海璃亜 (久之浜中) 65

22 穐田 心桜 (勿来一中) 尾形優月花

21 太田　紗奈 (玉川中)

(入遠野中) 66

20 星野　　晶 (平三中) 齋藤レイラ (勿来一中) 64

19 石田　　和 (小名浜二中) 右色　楓花 (平三中) 63

金澤　　想 (平三中) 61

18 西野　心 (久之浜中) 渡邊　穂香

17 相笠　美優 (磐崎中)

(小名浜一中) 62

16 宮下　夏緒 (勿来二中) 渡部　彩音 (玉川中) 60

15 伊藤　李泉 (平一中) 馬場　柚音 (赤井中) 59

小澤　玲那 (中央台北中) 57

14 森高　円香 (中央台北中) 國井　心菜

13 緑川 輝 (勿来一中)

(平二中) 58

12 渡邊　萌花 (赤井中) 圓谷　　侑 (植田中) 56

11 箱崎　結愛 (小名浜一中) 林　　和美 (小名浜一中) 55

小林　美翔 (小名浜二中) 53

10 丹治ひなた (草野中) 深谷 美葉

9 鯨岡こころ (平二中)

(勿来一中) 54

8 桒村　瑞希 (湯本三中) 薄葉　来夢 (平一中) 52

7 愛澤　美優 (中央台北中) 新妻　怜実 (平三中) 51

大須賀新菜 (草野中) 49

6 阿部　七美 (平三中) 石川　眞美

5 井上　綾弥 (小名浜二中)

(磐崎中) 50

4 平子　綾乃 (入遠野中) 園部　涼夏 (川部中) 48

3 永井　雪華 (江名中) 鈴木　愛生 (中央台北中) 47

福島県カデット選手権大会いわき地区予選

佐川　紗彩 (勿来二中) 45

2 今野　綾香 (久之浜中) 曲山　優香

1 鈴木 咲藍 (勿来一中)

(湯本三中) 46
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(入遠野中) 61

31 鈴木 咲藍・濱名 美里 (勿来一中)

鈴木　初美・庄司　芙桜 (赤井中) 60

30 小野　夏美・江口　更 (錦中) 尾形優月花・小野　愛実

29 小林　明生・佐藤　美羽 (四倉卓球クラブ)

28 永山　遥・永山　和奏 (豊間中・神谷クラブ) 柳内　虹空・見城　月菜 (いわき卓球) 59

(平三中・SANKYO) 57

27 西野　心・今野　綾香 (久之浜中) 伊藤くるみ・大和田聖奈 (勿来二中) 58

26 熊谷　莉音・藤田みひろ (小名浜二中) 小倉　若菜・小倉　正恵

齋藤　ルイ・仲村　香穂 (勿来卓球クラブ) 55

江尻　　茜・猪狩　未来 (湯本一中) 56

(久之浜中) 53

25 秋山きずな・雫　　心花 (赤井中)

24 佐藤　優奈・小田桐　菫 (いわき卓球)

23 柳内　碧空・鈴木　琴美 (赤井中) 圓谷　　侑・眞弓華乃子 (植田中) 54

作山ゆりあ・小山　梨花 (小名浜二中) 52

22 植松　美樹・沼知　凜桜 (湯本一中) 四條　璃亜・田村　晴菜

21 新妻　怜実・本名　未空 (平三中)

20 藁谷　祐希・鈴木さくら (川部中) 鈴木　えみ・馬場　柚音 (赤井中) 51

(中央台南中) 49

19 相笠　美優・郡司　伶奈 (磐崎中) 齋藤 レイラ・根岸 愛佳 (勿来一中) 50

18 鷹　　初月・井上　綾弥 (小名浜二中) 佐久間　美羽・野崎　史満

倉富　　唯・松原さくら (小名浜一中) 47

小林　萌花・小澤　玲奈 (中央台北中) 48

(川部中) 45

17 佐藤　結衣・酒井　　花 (小名浜一中)

16 佐川　紗彩・宮下　夏緒 (勿来二中)

15 志賀　愛璃・渡邊　穂香 (小名浜一中) 岡田　蒼衣・渡邊　美月 (いわき卓球) 46

小林　美翔・石田　　和 (小名浜二中) 44

14 砂谷　美羽・先﨑　　悠 (湯本一中) 園部　涼夏・常盤　華麗

13 佐々木寧音・山木まりあ (小名浜二中)

12 石川　眞美・舟木　愛琴 (磐崎中) 薄井　凛奈・林　　夢実 (平一中) 43

(平二中) 41

11 宮本　真央・金古　栞 (中央台南中) 佐山　萌香・山内　彩圭 (勿来二中) 42

10 高橋 安里・辻浦 羽彩 (勿来一中) 國井　心菜・鈴木　望来

林　　和美・箱﨑　結愛 (小名浜一中) 39

船生　夏帆・木村　日南 (赤井中) 40

(豊間中) 37

9 正木　奈緒・佐山　愛香 (勿来二中)

8 青柳　來夢・渡邊　萌花 (赤井中)

7 松崎　夢・見城　柚妃 (いわき卓球) 富岡　姫菜・金澤　想 (平三中) 38

髙萩　喜結・鈴木　　歌 (小名浜二中) 36

6 関　　真央・矢吹　未羽 (平三中) 澁谷　祥子・齋藤　涼夏

5 八巻　南星・木村　海琴 (小名浜一中)

(勿来二中) 小林　咲希・新家　未来 (磐崎中) 34

4 森高　円香・蓬田　佳凜 (中央台北中) 永井　雪華・白土　心晴 (江名中) 35

福島県カデット選手権大会いわき地区予選

佐々木華奈・遠藤　百桜 (久之浜中) 32

2 平子　綾乃・渡辺さくら (入遠野中) 遠藤 優莉亜・緑川 輝

1 根本　真愛・草野　凜音 (小名浜二中・平三中)

(勿来一中) 33

3 正木　結衣・坂本　真梨


