
令和２年度

　　福島県卓球選手権大会（ジュニアの部）

　 　いわき地区予選会

日　　時

場　　所 いわき総合体育館

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  梅澤　利夫

　　　会場使用上の注意

　　　運営上の注意

　　　諸連絡

　　　閉式のことば

男子ジュニア 女子ジュニア 中２年以下男 中２年以下女

田巻　隼一 飯村　有香 鈴木　敏也 西山　綾香 鈴木　敏也 (いわき卓球)

(みやたクラブ) (勿来卓球) 中西　裕太 玄　　祥子 西山　綾香 (福島高専)

外山　翔太 四家　千里 木村　翔太 鈴木千菜実 鈴木　圭介 岡部　和恵 中西　裕太

(平工業) (四倉卓球) (みやたクラブ) (勿来卓球) 小名山敏章 青天目有紀 岡部　和恵

松本　知也 四家　千里 葛西　大悟 外山　　愛 鈴木　右文 西山　綾香 (福島高専) 吉田　和真

(福島高専) (磐城一高) (平三中) (四倉卓球) 藤社　友則 青天目有紀 (いわき卓球) 鈴木なおみ

鈴木　隆是 四家　千里 高橋　昌志 丹野　佑美 小野　重信 (いわき卓球) 飯村　有香 中西　裕太

(遠野高校) (磐城一高) (みやたクラブ) (みやたクラブ) 小野　貴大 (帝京安積高) 四家　千里 根本　和恵

青木　勇斗 滑川　侑佳 藤沢　孝益 根本　和恵 中西　祐太

(福島高専) (福島高専) 橋本　卓央 千島　有紀 根本　和恵

佐藤　亮介 下山田圭織 杉本　宗里 高橋　佑衣 小野　重信 根本　和恵 (いわき卓球) 中西　裕太

(平工業) (みやたクラブ) (四倉卓球) (小名浜一中) 小野　貴大 小野　　緑 (長岡技術大) 根本　和恵

安齋　正樹 大浦　　悠 小林　和稀 本田みらい 伊藤　祐馬 根本　和恵 (いわき卓球) 中西　裕太

(福島高専) (福島高専) (平三中) (いわき卓球) 小野　貴大 小野　　緑 (長岡技術大) 根本　和恵

吉田　直人 猪狩　栞菜 渡邊　熙之 手島　和奏 福士　寛志 今野小百合 斎藤　　司 (平工業)

(平工業) (福島高専) (久之浜中) (いわき卓球) 富樫　裕登 齋藤佳菜子 大浦　　悠 (福島高専)

浅川　武尊 岡部あゆみ 根本　丈瑠 小西　真優 野沢　拓也 根本　和恵 安齋　正樹

(磐城高校) (福島高専) (四倉中) (小名浜一中) 中鉢　敦士 石橋さつき 佐藤　　泉

谷本　純一 岡部あゆみ 船生　　優 満山　梨佳 小堀　有介 吉原咲登美 齋藤　　司 (東日本国際大)

(福島高専) (福島高専) (赤井中) (四倉中) 高橋　昌志 志賀　悠子 小野日花里 (勿来卓球)

緑川　倭 伊東みらい 時計　太一 鈴木美夢奈 高橋　昌志 根本　和恵 中鉢　敦史

(平工業) (いわき卓球) (中央台北中) (内郷一中) 齋藤　　司 川崎　麻美 鈴木　舞美

大澤　柊 伊東みらい 平子　広希 近野　明音 野沢　拓也 鈴木　舞美 橋本　卓央

(いわき卓球) (いわき卓球) (平一中) (赤井中) 中鉢　敦士 村田　　蘭 伊東みらい

吉田　京平 伊東みらい 西山　歩希 草野　凛音 宮　　佑介 芽根明日香 橋本　卓央 (いわき卓球)

(平工業) (磐城一高) (いわき卓球) (平三中) 萩荘　　新 緑川　真末 伊東みらい (磐城一高)

25年度

26年度

20年度

21年度

22年度

23年度

24年度

(東日本国際大学)

30年度 (東日本国際大) (東日本国際大) (いわき卓球)

27年度 (東日本国際大) (いわき卓球)

元年度 (東日本国際大) (東日本国際大)

28年度 (東日本国際大) (東日本国際大)

29年度 (東日本国際大) (いわき卓球)

(福島高専)

いわき卓球 (いわき卓球) (いわき卓球)

(いわき卓球) (いわき卓球)

(いわき卓球) (いわき卓球)

(東日本国際大) (福島高専)

(磐城一高) (いわき卓球)

男子ダブル 女子ダブルス 混合ダブルス

(三共卓友会) (いわき卓球) (いわき卓球)

(いわき卓栄会) (みやたクラブ)

18年度

(いわき卓球) (福島高専)

結　果
令和2年8月15日

開会式次第

栄 光 の 記 録

19年度
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令和２年度福島県卓球選手権(ジュニア・ダブルス)いわき予選会成績　

１　　位 ２　　位 ３　　位 ３　　位 開催日

大澤　　柊 志　賀　脩　太 江　尻　賢　史 佐久山　祐　人

(平工業) (平工業) (平工業) (いわき海星)

伊東みらい 吉田花音 浅川　胡桃 上遠野真穂

(磐城一高) (磐城一高) (福島高専) (磐城一高)

男子Ｄ

令
和
二
年
八
月
十
六
日

女子Ｄ

混合Ｄ

新型コロナ感染拡大予防の為中止

ジュニア男子Ｓ

令
和
二
年

八
月
十
五
日

ジュニア女子Ｓ

中２以下男子Ｓ

中２以下女子Ｓ



令和2年度全日本卓球選手権　いわき地区予選会

令和2年８月１５日

いわき市立総合体育館

男子シングルス (1)

24 江　尻　賢　史 平工業 吉　田　裕　雪 平工業 48

23 遠　藤　和　哉 平商業 笠　間　康　太 磐城 47

泉　田　　　憧 いわき光洋 45

22 山　崎　隼　弥 いわき海星 西　田　淳　一

21 高　橋　航　輝 いわき総合

勿来工業 46

白　圡　基　樹 いわき海星 43

20 水野谷　　　駿 勿来工業 塩　崎　悠太郎 湯本 44

油　座　英　雄 勿来工業 41

18 橋　本　真　吾 磐城 滝　沢　晴　希

17 佐　藤　　　優 勿来工業

磐城農業 42

ＤＨ

19 永　田　海　斗 湯本

16 加　瀬　颯　生 いわき光洋 櫻　井　強　希 湯本 40

15 大八木　涼　介 いわき海星 安　部　大　翔 平工業 39

吉　野　剣　太 いわき海星 37

14 木　下　宙　和 平工業 bye

13 大　槻　海　斗 遠野

bye 38

12 後　藤　光　稀 いわき海星 小　澤　哉　斗 勿来工業 36

11 庄　司　楓　雅 平工業 入　野　大　貴 平工業 35

草　野　裕　貴 磐城 33

10 松　本　　　晴 磐城 鈴　木　颯　大

9 石　戸　　　歩 磐城農業

いわき海星 34

佐　野　喬　梧 磐城農業 31

8 bye bye 平　子　　　凌 いわき総合 32

橋　本　晟太朗 平商業 29

6 小　椋　理　功 勿来工業 宇佐見伸太朗

5 志　賀　温　斗 いわき総合

平工業 30

ＥＡ

7 冨　山　壮　太 勿来工業

4 小　泉　和　己 平商業 佐　川　　　蓮 磐城 28

3 清　水　海　舟 平工業 兼　田　大　輝 勿来工業 27

水　竹　　　巧 福島高専 25

2 田　久　奨　吾 湯本 山　崎　遥　音

1 時　計　太　一 東日大昌平

湯本 26



男子シングルス (2)

72 柳　沢　翔　汰 平工業 志　賀　脩　太 平工業 96

71 後　藤　　　蓮 いわき総合 bye bye 95

渡　辺　龍　也 磐城農業 93

70 神　永　　　蓮 勿来工業 藤　川　正　義

69 小　松　莉　久 磐城

いわき海星 94

大　槻　歩　夢 磐城 91

68 志　賀　星　斗 磐城農業 山　口　拓　海 勿来工業 92

金　澤　開　世 勿来工業 89

66 黒　木　将　登 湯本 平　子　広　希

65 平　峯　拓　海 平工業

平工業 90

ＢＦ

67 湯　田　遥　人 いわき海星

64 大　舘　澄　人 いわき光洋 佐　藤　拓　磨 いわき総合 88

63 川　邉　裕　貴 勿来工業 薄　井　雅　弥 平商業 87

金　成　利　将 湯本 85

62 永　山　裕　大 いわき海星 安　部　悠　也

61 川　住　光　輝 平商業

いわき海星 86

60 穐　田　琉　偉 勿来工業 大　門　昂　平 平工業 84

59 大　友　翔　太 平工業 組　橋　瑠　生 平商業 83

蛭　田　　　陽 磐城 81

58 佐　藤　彩　登 いわき光洋 小山内　勇　希

57 上遠野　稜　平 磐城

磐城農業 82

永　井　成　弥 勿来工業 79

56 堀　口　陽　翔 平商業 新　保　結　太 湯本 80

高　木　隆　成 平工業 77

54 箱　崎　倫　生 勿来工業 戸　崎　正　基

53 高　萩　　　怜 福島高専

いわき光洋 78

ＧＣ

55 清　野　椋太郎 湯本

52 柳　内　大　空 いわき総合 加　藤　翔　貴 いわき海星 76

51 仲　村　拓　真 湯本 今　野　博　貴 東日大昌平 75

鈴　木　優　也 勿来工業 73

50 富　澤　良　有 平工業 関　　　快　晴

49 佐久山　祐　人 いわき海星

磐城 74



令和２年度全日本選手権いわき地区予選会

令和２年８月１５日

いわき市総合体育館

ジュニア女子シングルス

矢作愛望 磐城第一 21

2 bye bye 浦　祐里奈

1 上遠野真穂 磐城第一

湯本 22

3 大井川　由貴奈 いわき総合 神村葵 磐城桜が丘 23ＣＡ

4 岡田万由子 磐城桜が丘 鈴木　千尋 平商業 24

遠藤　百華 いわき総合 25

6 冨樫 七海 磐城 笹原　乃衣瑠

5 田中仁菜 平工業

湯本 26

7 笈川亜希 磐城桜が丘 谷内　美桜々 平商業 27

8 石川　琴葉 いわき総合 髙野日菜 磐城桜が丘 28ＦＨ

bye bye 29

10 鈴木　彩乃 湯本 鈴木　千鶴

9 草野　梨紗 平商業

いわき総合 30

11 滝若菜 磐城桜が丘 芳賀柚音 磐城第一 31

12 bye bye bye bye 32

高橋譲葉 磐城桜が丘 33

14 田子　千夏 勿来工業 佐藤　桃花

13 佐藤　日和　 いわき総合

いわき総合 34

ＧＥ

15 佐藤　李音 平商業 小林　あおい 神谷クラブ 35

16 虻川 紗希 磐城 片寄　まゆ いわき総合 36

根本　実歩 湯本 37

18 大和田　凜 平商業 勝沼 麦

17 長澤　千夏 湯本

磐城 38ＢＤ

19 鈴木さくら 磐城桜が丘 大岩　美結 平商業 39

20 赤津　ひかり いわき総合 浅川　胡桃 福島高専 40



令和2年度全日本卓球選手権　いわき地区予選会

令和2年８月１５日

いわき市立総合体育館

ジュニア男子シングルス　順位決定

ジュニア女子シングルス　順位決定

3 吉　田　裕　雪 平工業

黒　木　将　登 湯本

渡邊　晴人

9

10

11

志　賀　脩　太 平工業

佐久山　祐　人 いわき海星4 時　計　太　一 東日大昌平

5 江　尻　賢　史 平工業

72 小林あおい

滝　若菜 磐城桜が丘 8

冨樫 七海 磐城 9

神谷クラブ 赤津ひかり いわき総合

上遠野将輝 磐城農業 7

2 水　竹　　　巧 福島高専 大　門　昂　平 平工業 8

1 大澤　柊 平工業

勿来工業 12

1 伊東みらい 磐城第一 上遠野真穂 磐城第一 6

6 遠藤　瑶大 勿来工業

3 谷内美桜々 平商業

4 矢作愛望 磐城第一

吉田花音 磐城第一 105 浅川　胡桃 福島高専


