
第３１回

いわき徳姫杯卓球大会
日時　　令和２年１月２５日～２６日

会場　　いわき市立総合体育館

主　催　いわき卓球協会　

後　援　いわき市　　内郷商工会

協　賛　日本卓球株式会社



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

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

いわき徳姫杯　栄光の記録

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

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

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 球友クラブ 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



いわき徳姫杯　栄光の記録

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

続橋　秀人 原　　夢璃 続橋　賢人 本田みらい

第27回大会 冨久山卓球クラブ 本宮卓球クラブ 冨久山卓球クラブ いわき卓球

Ｈ28・1・30～1･31 橋本　卓央 高橋　沙希 滝沢　侑大 伊藤　　　笑

いわき卓球 冨久山卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ 冨久山卓球クラブ

東日本国際大学A 東日本国際大学 本宮卓球クラブＡ 冨久山卓球クラブ

伊藤　翔太 黒羽　莉緒 鹿俣　　葵 吉田　花音

第28回大会 いわき卓球 東海ｸﾗﾌﾞ 本宮卓球ｸﾗﾌﾞ 磯原ジュニア

Ｈ29・1・28～29 橋本　卓央 小野日花里 滝沢　侑大 樫村　朱里

いわき卓球 勿来卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ Over Limit

いわき卓球Ａ 福島工業高等専門学校 本宮卓球ｸﾗﾌﾞＡ 本宮卓球ｸﾗﾌﾞ

片吉　　勇 酒井　汐里 滝沢　倖也 兼谷　彩音

第29回大会 本宮卓球クラブ あゆりジュニア 郡山第一卓球クラブ 本宮卓球クラブ

Ｈ30・1・28～29 橋本　卓央 伊東みらい 栁沼　利來 伊東みらい

いわき卓球 いわき卓球 本宮卓球クラブ いわき卓球

いわき卓球Ａ 大成女子高等学校Ａ 富久山卓球クラブ 富久山卓球クラブ

第30回大会(南部アリーナ)

Ｈ31・1・26～27

※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主催に変更

富久山卓球クラブＡ富久山卓球クラブＡいわき卓球Ａタンガローリー



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 小名浜第二中学校 久保菜々美

４．競技上の注意 審判長 　 梅澤　利夫(海星高校)

５．会場使用上の注意 会場主任 　 近藤　弘敏(湯本一中)

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 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 清水　　聖 花塚　　寛

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

新井田圓子 佐藤　富弘 國分　　正 小西　正光

吾妻　信孝 鈴木　右文 下山田守一 田久二三男

遠藤　清史 佐藤　好晴 加藤　正男 金田　　均

葛西　伸行 橋本　彰夫 伊東　詠美 熊田　　章

外山　　愛

鈴木　是行 浅川　康夫 鳥居　孝栄 山田　貴浩

熊谷　雄太

大平　繁則 原田　敏弘 鈴木　啓太 近藤　弘敏

阿部　孝平 高野　　勤 磯上　優美 猪狩　栄作

木下はるみ 箱崎　久一 滝　　正徳 佐久間文彦

総　　務 三瓶　清次 篠原　　潤 佐藤トミ子 熊田　礼一

救　　護

開 会 式 次 第

－１－



＊徳姫杯規定並びに注意事項 

 

１．メンバー変更に関して 

・変更については変更届け出用紙に記載し届け出ること。 

・変更の申し出があった者については、会場の入り口に掲示します。 

２．競技上の注意 

＊ゼッケンは必ず着用すること。 

＊団体戦は全て２点先取とする。 

＊審判について 

     シングルス：予選リーグはリーグ内で行う。決勝トーナメント１回戦は両者審判 

           とし２回戦以降は敗者審判とする。 

     団 体 戦：相互審判とする。 

＊リーグ戦の責任者は団体戦、個人戦共、各ブロック最初に名前が記されている者と 

する。 

＊試合結果は勝った者、及び勝ったチームの代表者が進行席に届ける。 

 （個人戦の決勝トーナメントは敗者が進行席に届ける） 

＊団体戦で選手が１名又は２名不足の場合は１番手を不戦敗とする。 

＊団体のオーダーの交換は両チームがコートに整列した時点で行ってください。 

＊ベンチについては下記の通りとする。 

・ベンチ入りの人数については団体戦： 監督及登録された選手。 

・シングルス： アドバイザー１名とする。 

・団体・個人共に若い番号が進行に向かって右側とする。 

 ＊リーグ戦試合順序 

    3人（チーム）の場合 2－3  1－3  1－2 

    4人（チーム）の場合 1－4  2－3  1－3 ２－4 1－2  3－4   

３．表 彰 

   ＊全種目 3 位まで賞状及び賞品 

    中学男女シングルス  ベスト８まで賞状賞品 

    中学男女シングルス  ベスト１６まで賞品 

    一般男子シングルス  ベスト８まで賞品 

    小学生男女シングルス ベスト８まで賞品 

 

４．会場使用上の注意 

＊会場内は上履を使用し、土足は厳禁とする。 

＊喫煙は荒川公園内全面禁煙（喫煙場所ありません）。 

＊食事後のゴミ等は各自責任を持って持ち帰ること。 

＊トイレはきれいに使用すること。 

＊貴重品は各自が管理し、盗難には十分気を付けること。 

 

－２－ 



１番目 ２番目 ３番目 ４番目

１コート 一般男子Ｓ　２ 一般男子Ｓ　１４

２コート 一般男子Ｓ　３ 一般男子Ｓ　３７ 一般男子Ｓ　１５

３コート 一般男子Ｓ　１１ 一般男子Ｓ　　１ 一般男子Ｓ　１６

４コート 一般男子Ｓ　１２ 一般男子Ｓ　　４ 一般男子Ｓ　１９

５コート 一般男子Ｓ　１７ 一般男子Ｓ　　５ 一般男子Ｓ　２０

６コート 一般男子Ｓ　１８ 一般男子Ｓ　　６ 一般男子Ｓ　２３

７コート 一般男子Ｓ　２１ 一般男子Ｓ　　７ 一般男子Ｓ　２４

８コート 一般男子Ｓ　２２ 一般男子Ｓ　　８ 一般男子Ｓ　２５

１３コート 一般男子Ｓ　２７ 一般男子Ｓ　　９ 一般男子Ｓ　２６

１４コート 一般男子Ｓ　２８ 一般男子Ｓ　　１０ 一般男子Ｓ　２９

１５コート 一般男子Ｓ　３６ 一般男子Ｓ　　１３ 一般男子Ｓ　３０

９コート 一般女子Ｓ　　１ 一般女子Ｓ　８(２番目)

１０コート 一般女子Ｓ　　１２ 一般女子Ｓ　９(２番目)

１１コート 一般女子Ｓ　　２ 一般女子Ｓ　　４ 一般女子Ｓ　　１０

１２コート 一般女子Ｓ　　３ 一般女子Ｓ　　５ 一般女子Ｓ　　１１

１６コート 中学女子Ｓ　　３ 中男Ｍ組　２－３ 中男Ｍ組　１－３ 中男Ｍ組　１－２

１７コート 中学女子Ｓ　　４ 中男Ａ組　１－４ 中男Ａ組　１－３ 中男Ａ組　１－２

１８コート 中学女子Ｓ　　７ 中男Ａ組　２－３ 中男Ａ組　２－４ 中男Ａ組　３－４

１９コート 中学女子Ｓ　　８ 中男Ｂ組　１－４ 中男Ｂ組　１－３ 中男Ｂ組　１－２

２０コート 中学女子Ｓ　　９ 中男Ｂ組　２－３ 中男Ｂ組　２－４ 中男Ｂ組　３－４

２１コート 中学女子Ｓ　１１ 中男Ｃ組　１－４ 中男Ｃ組　１－３ 中男Ｃ組　１－２

２２コート 中学女子Ｓ　１２ 中男Ｃ組　２－３ 中男Ｃ組　２－４ 中男Ｃ組　３－４

２３コート 中学女子Ｓ　１６ 中男Ｄ組　１－４ 中男Ｄ組　１－３ 中男Ｄ組　１－２

２４コート 中学女子Ｓ　１９ 中男Ｄ組　２－３ 中男Ｄ組　２－４ 中男Ｄ組　３－４

２５コート 中学女子Ｓ　２５ 中男Ｅ組　１－４ 中男Ｅ組　１－３ 中男Ｅ組　１－２

２６コート 中学女子Ｓ　２８ 中男Ｅ組　２－３ 中男Ｅ組　２－４ 中男Ｅ組　３－４

２７コート 中学女子Ｓ　２９ 中男Ｆ組　１－４ 中男Ｆ組　１－３ 中男Ｆ組　１－２

２８コート 中学女子Ｓ　３２ 中男Ｆ組　２－３ 中男Ｆ組　２－４ 中男Ｆ組　３－４

２９コート 中学女子Ｓ　３３ 中男Ｇ組　１－４ 中男Ｇ組　１－３ 中男Ｇ組　１－２

３０コート 中学女子Ｓ　３４ 中男Ｇ組　２－３ 中男Ｇ組　２－４ 中男Ｇ組　３－４

３１コート 中学女子Ｓ　３５ 中男Ｈ組　１－４ 中男Ｈ組　１－３ 中男Ｈ組　１－２

３２コート 中学女子Ｓ　３８ 中男Ｈ組　２－３ 中男Ｈ組　２－４ 中男Ｈ組　３－４

３３コート 中学女子Ｓ　３９ 中男Ｉ組　１－４ 中男Ｉ組　１－３ 中男Ｉ組　１－２

３４コート 中学女子Ｓ　４２ 中男Ｉ組　２－３ 中男Ｉ組　２－４ 中男Ｉ組　３－４

３５コート 中学女子Ｓ　４４ 中男Ｊ組　１－４ 中男Ｊ組　１－３ 中男Ｊ組　１－２

３６コート 中学女子Ｓ　４５ 中男Ｊ組　２－３ 中男Ｊ組　２－４ 中男Ｊ組　３－４

３７コート 中学女子Ｓ　４７ 中男Ｋ組　１－４ 中男Ｋ組　１－３ 中男Ｋ組　１－２

３８コート 中学女子Ｓ　４９ 中男Ｋ組　２－３ 中男Ｋ組　２－４ 中男Ｋ組　３－４

３９コート 中学女子Ｓ　５１ 中男Ｌ組　１－４ 中男Ｌ組　１－３ 中男Ｌ組　１－２

４０コート 中学女子Ｓ　５４ 中男Ｌ組　２－３ 中男Ｌ組　２－４ 中男Ｌ組　３－４

１日目（２５日）　一階大体育館順番表
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１番目 ２番目 ３番目 ４番目 ５番目

１コート 中学男子Ｓ　４ 中女Ａ組　１－４ 中女Ａ組　１－３ 中女Ａ組　１－２

２コート 中学男子Ｓ　１０ 中女Ａ組　２－３ 中女Ａ組　２－４ 中女Ａ組　３－４

３コート 中学男子Ｓ　１７ 中女Ｂ組　１－４ 中女Ｂ組　１－３ 中女Ｂ組　１－２

４コート 中学男子Ｓ　２１ 中女Ｂ組　２－３ 中女Ｂ組　２－４ 中女Ｂ組　３－４

５コート 中学男子Ｓ　２５ 中女Ｃ組　１－４ 中女Ｃ組　１－３ 中女Ｃ組　１－２

６コート 中学男子Ｓ　３５ 中女Ｃ組　２－３ 中女Ｃ組　２－４ 中女Ｃ組　３－４

７コート 中学男子Ｓ　５３

８コート 中学男子Ｓ　５７ 中女Ｄ組　１－４ 中女Ｄ組　１－３ 中女Ｄ組　１－２

９コート 中学男子Ｓ　５９ 中女Ｄ組　２－３ 中女Ｄ組　２－４ 中女Ｄ組　３－４

１０コート 中学男子Ｓ　６８ 中女Ｅ組　１－４ 中女Ｅ組　１－３ 中女Ｅ組　１－２

１１コート 中学男子Ｓ　７０ 中女Ｅ組　２－３ 中女Ｅ組　２－４ 中女Ｅ組　３－４

１２コート 中学男子Ｓ　７７ 中女Ｆ組　２－３ 中女Ｆ組　１－３ 中女Ｆ組　１－２

１３コート 中学男子Ｓ　８０ 中女Ｇ組　２－３ 中女Ｇ組　１－３ 中女Ｇ組　１－２

１４コート 中学男子Ｓ　８７ 中女Ｈ組　２－３ 中女Ｇ組　１－３ 中女Ｇ組　１－２

１番目 ２番目 ３番目 ４番目 ５番目

１コート

２コート

３コート

４コート

５コート

６コート

１日目　一　階　剣　道　場

決
勝
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
二
階
小
体
育
館
で
行
い
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
階
の
空
き
具
合
で
移
動
し
ま
す
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１日目二階小体育館順番表

１日目は使用しません



一般男子シングルス　No.１

橋本　卓央 長澤　京哉 石﨑　隆盛 ３コート

いわき卓球 磐城高校 ふたば未来学園 ２番目

菅野鴻志郎 大竹　拓海 相田　春馬 １コート

いわき総合高校 東日本国際大 平工業髙 １番目

大沼　　源 松倉　右京 高木　隆成 ２コート

福島高専 いわき海星高校 平工業髙 １番目

佐藤　奏太 久大輝 櫛田　明仁 ４コート

平工業髙 福島高専 遠野高校 ２番目

宇佐見勇二 市井　雄斗 片山　快晴 ５コート

東日本国際大 磐城高校 いわき海星高校 ２番目

西山　大地 石山　翔啓 村越　歓太 ６コート

平工業髙 いわき光洋高校 湯本高校 ２番目

佐久間裕人 高橋　悠輔 佐久間哲生 ７コート

東日本国際大 福島高専 勿来工業 ２番目

佐久山祐人 国分　将太 大槻　歩夢 ８コート

いわき海星高校 東日本国際大 磐城高校 ２番目

赤井　直人 落合　勝彦 白圡　基樹 １３コート

東日本国際大 クレハ いわき海星高校 ２番目

赤津　陽斗 庄司　楓雅 根本　寛也 １４コート

福島高専 平工業髙 いわき光洋高校 ２番目

山崎　暢也 大津　良介 佐藤　巧実 ３コート

いわき卓栄会 磐城高校 いわき海星高校 １番目

志賀　脩太 永沼　　遥 小田　捷人 ４コート

平工業髙 東日本国際大 ふたば未来学園 １番目

小川　知幸 田中　駿丞 高萩　　怜 １５コート

クレハ いわき光洋高校 福島高専 ２番目

伊藤　　大 小澤　哉斗 湯田　遥人 １コート

東日本国際大 勿来工業 いわき海星高校 ３番目

新妻　慧祐 永山　裕大 渡邉　怜央 ２コート

平工業髙 いわき海星高校 いわき光洋高校 ３番目

由井　寿樹 戸崎　正基 竹永　和浩 ３コート

ふたば未来学園 いわき光洋高校 東日本国際大 ３番目

三浦　秀慶 水竹　巧 渡辺　聖次 ５コート

いわき海星高校 福島高専 遠野高校 １番目

緑川　詩音 鈴木　　駆 緑川　遥斗 ６コート

福島高専 平工業髙 湯本高校 １番目

荻荘　　新 田代　和久 松﨑　俊樹 ４コート

東日本国際大 磐城高校 いわき総合高校 ３番目

第３１回いわき徳姫杯卓球大会
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19

１階大体育館
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①



一般男子シングルス　No.２

石川　貴人 石川　文裕 堀　　圭佑 ５コート

いわき卓球 湯本高校 磐城高校 ３番目

古川政二郎 大門　昂平 佐藤　彩登 ７コート

いわき海星高校 平工業髙 いわき光洋高校 １番目

水戸部聖人 大内　紘斗 尾形　桃矢 ８コート

東日本国際大 福島高専 いわき総合高校 １番目

吉田　京平 吉野　剣太 泉田　憧 ６コート

平工業髙 いわき海星高校 いわき光洋高校 ３番目

鎌上　雄伍 鈴木　優也 佐川　　蓮 ７コート

東日本国際大 勿来工業 磐城高校 ３番目

緑川　　倭 橋本　真吾 田中　　響 ８コート

東日本国際大 磐城高校 平工業髙 ３番目

松本　拓樹 松山　隼人 加瀬　颯生 １３コート

福島高専 いわき海星高校 いわき光洋高校 ３番目

吉田　裕雪 永沼　　颯 森　　久長 １３コート

平工業髙 東日本国際大 クレハ １番目

坂本　碧惟 淺野　夢大 長谷川　諒 １４コート

ふたば未来学園 いわき海星高校 遠野高校 １番目

加藤　宏基 小野　弘人 高星　　翼 １４コート

東日本国際大 湯本高校 福島高専 ３番目

大澤　　柊 鈴木　彩生 坂本　誠一 １５コート

平工業髙 福島高専 東日本国際大 ３番目

安田　忠寛 穐田　琉偉 大八木涼介

二本松市役所 勿来工業 いわき海星高校

大石　竜平 芳賀　柳多 山田悠多呂

福島高専 いわき海星高校 いわき卓栄会

伊藤　万葉 酒井　泰斗 大舘　澄人

東日本国際大 平工業髙 いわき光洋高校

遠藤　龍太 伊藤　拓馬 鈴木　滉生

いわき卓球 ふたば未来学園 磐城高校

鈴木　紳晃 大沼　　翼 三田　大地

いわき海星高校 福島高専 遠野高校

木村　朱里 河野　直季 高木　大雅 １５コート

福島西高校 平工業髙 東日本国際大 １番目

柳沢　翔汰 永井　佑汰 安部　悠也 ２コート

平工業髙 クレハ いわき海星高校 ２番目

宮　　佑介 黒木　将登 先﨑　生真 早く終了コートへ

東日本国際大 湯本高校 磐城高校 案内します

一般男子決勝
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37

38

34
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30



一般女子シングルス

伊東みらい 立花　美紗 瀨谷　真帆 熊谷絵梨佳

磐城一髙 磐城高校 いわき光洋高校 遠野高校

木村　有亜 茅野明日香 緑川　愛奈 １１コート

チームＡ．Ｔ．Ｃ 東日本国際大 勿来工業髙 １番目

北澤　椎奈 上遠野真穂 平田　万絢 １２コート

東日本国際大 磐城一髙 湯本高校 １番目

吉田　花音 渡邉　順子 佐藤　涼音 １１コート

磯原ジュニア 福島高専 いわき光洋高校 ２番目

長谷川春佳 伊藤　乃愛 猪狩明寿香 １２コート

東日本国際大 磐城一髙 遠野高校 ２番目

渋谷　桃菜 鈴木　彩乃 篠原　美穂

東日本国際大 湯本高校 磐城高校

大浦　　梓 蛭田　彩香 虻川　紗希

東日本国際大 湯本高校 磐城高校

緑川　真末 浅川　胡桃 勝沼　　麦 ９コート

東日本国際大 福島高専 磐城高校 ２番目

石橋　涼香 冨樫　七海 長澤　舞桜 １０コート

磐城一髙 磐城高校 湯本高校 ２番目

緑川　　葵 矢作　愛望 石井　萌依 １１コート

東日本国際大 磐城一髙 湯本高校 ３番目

坂本千梨花 佐藤　菜摘 堀井　友香 １２コート

磐城一髙 福島高専 遠野高校 ３番目

小野日花里 芳賀　柚音 遠藤陽花里 朴　　美穂

勿来卓球クラブ 磐城一髙 湯本高校 いわき光洋高校

3

１番目

９コート

12

7

8

9

１番目

１０コート

早く終了した
コートへ
案内します

第３１回いわき徳姫杯卓球大会

１階大体育館
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富久山卓球Ａ 古殿中学校Ｂ 内郷一中Ｂ 小名浜二中Ｃ 得　点 順　位

1 富久山卓球クラブＡ

2 古殿中学校Ｂ

3 内郷第一中学校Ｂ

4 小名浜第二中学校Ｃ

本宮卓球Ａ いわき卓球 泉中学校Ｂ 錦中学校Ｂ 得　点 順　位

1 本宮卓球クラブＡ

2 いわき卓球

3 泉中学校Ｂ

4 錦中学校Ｂ

赤井中学校Ａ 本宮卓球Ｂ 小名浜二中Ｂ 中央台南中Ｃ 得　点 順　位

1 赤井中学校Ａ

2 本宮卓球クラブＢ

3 小名浜第二中学校Ｂ

4 中央台南中学校Ｃ

須賀川スポ少 江名中学校 玉川中学校Ａ 草野中学校Ｂ 得　点 順　位

1 須賀川スポーツ少年団

2 江名中学校

3 玉川中学校Ａ

4 草野中学校Ｂ

泉中学校Ａ 富久山卓球Ｂ 赤井中学校Ｂ 平一中Ｂ 得　点 順　位

1 泉中学校Ａ

2 富久山卓球クラブＢ

3 赤井中学校Ｂ

4 平第一中学校Ｂ

中学男子団体予選リーグ　　No.１

一階　大体育館　１７－１８コート

Ａ　　　組

一階　大体育館　１９－２０コート

一階　大体育館　２１－２２コート

－８－

第３１回いわき徳姫杯卓球大会

Ｂ　　　組

一階　大体育館　２３－２４コート

Ｄ　　　組

一階　大体育館　２５－２６コート

Ｃ　　　組

Ｅ　　　組



植田中Ａ 草野中Ａ 湯本一中 平二中Ｂ 得　点 順　位

1 植田中学校Ａ

2 草野中学校Ａ

3 湯本第一中学校

4 平第二中学校Ｂ

小名浜一中 久之浜中学校 磐崎中学校Ｂ 平二中Ｃ 得　点 順　位

1 小名浜第一中学校

2 久之浜中学校

3 磐崎中学校Ｂ

4 平第二中学校Ｃ

　

錦中学校Ａ 中央台南中Ａ 植田中学校Ｂ 中央台北中Ｂ 得　点 順　位

1 錦中学校Ａ

2 中央台南中学校Ａ

3 植田中学校Ｂ

4 中央台北中学校Ｂ

表郷中学校Ａ 平三中Ａ 豊間・入遠野中 玉川中Ｂ 得　点 順　位

1 表郷中学校Ａ

2 平第三中学校Ａ

3 豊間・入遠野中学校

4 玉川中学校Ｂ

古殿中学校Ａ 表郷中学校Ｂ 勿来二中Ａ 平三中Ｂ 得　点 順　位

1 古殿中学校Ａ

2 表郷中学校Ｂ

3 勿来第二中学校Ａ

4 平第三中学校Ｂ

一階　大体育館　３１－３２コート

一階　大体育館　３３－３４コート

一階　大体育館　２７－２８コート

一階　大体育館　２９－３０コート

一階　大体育館　３５－３６コート

Ｊ　　　組

－９－

中学男子団体予選リーグ　　No.２

Ｆ　　　組

Ｈ　　　組

Ｇ　　　組

Ｉ　　　組



内郷一中Ａ 平一中Ａ 玉川中学校Ｃ 中央台南中Ｂ 得　点 順　位

1 内郷第一中学校Ａ

2 平第一中学校Ａ

3 玉川中学校Ｃ

4 中央台南中学校Ｂ

中央台北中Ａ 小名浜二中Ａ 表郷中学校Ｃ 勿来二中Ｂ 得　点 順　位

1 中央台北中学校Ａ

2 小名浜第二中学校Ａ

3 表郷中学校Ｃ    
4 勿来第二中学校Ｂ

平二中Ａ 磐崎中学校Ａ 植田中学校Ｃ 得　点 順　位

1 平第二中学校Ａ

2 磐崎中学校Ａ

3 植田中学校Ｃ

4

－１０－

一階　大体育館　１６コート

一階　大体育館　３９－４０コート

Ｌ　　　組

一階　大体育館　３７－３８コート

Ｋ　　　組

Ｍ　　　組

中学男子団体予選リーグ　　No.３



富久山卓球Ａ 小名浜二中Ｂ 平第二中学校 勿来一中Ｂ 得　点 順　位

1 富久山卓球クラブＡ

2 小名浜第二中学校Ｂ

3 平第二中学校

4 勿来第一中学校Ｂ

小名浜二中Ａ 豊間・江名中 磐崎中学校 中央台南中学校 得　点 順　位

1 小名浜第二中学校Ａ

2 豊間・江名中学校

3 磐崎中学校

4 中央台南中学校

いわき卓球 中央台北中Ａ 湯本第一中学校 平第三中学校Ｂ 得　点 順　位

1 いわき卓球

2 中央台北中学校Ａ

3 湯本第一中学校

4 平第三中学校Ｂ

小名浜一中Ａ 勿来第二中学校 玉川中学校 中央台北中Ｂ 得　点 順　位

1 小名浜第一中学校Ａ

2 勿来第二中学校

3 玉川中学校

4 中央台北中学校Ｂ

第３１回いわき徳姫杯卓球大会

－１１－

中学女子団体予選リーグ　　No.１

二階小体育館　１－２コート

Ａ　　　組

二階小体育館　３－４コート

Ｂ　　　組

二階小体育館　５－６コート

Ｃ　　　組

二階小体育館　８－９コート

Ｄ　　　組



平三中Ａ 久之浜中学校 平第一中学校 富久山卓球Ｃ 得　点 順　位

1 平第三中学校Ａ

2 久之浜中学校

3 平第一中学校

4 富久山卓球クラブＣ

赤井中学校 富久山卓球Ｂ 小名浜二中Ｃ 得　点 順　位

1 赤井中学校

2 富久山卓球クラブＢ

3 小名浜第二中学校Ｃ

4

古殿中学校 勿来一中Ａ 小名浜一中Ｂ 得　点 順　位

1 古殿中学校

2 勿来第一中学校Ａ

3 小名浜第一中学校Ｂ

4

勿来・磯原 入遠野中学校 草野中学校 得　点 順　位

1 勿来・磯原クラブ

2 入遠野中学校

3 草野中学校

4

二階小体育館　１０－１１コート

Ｅ　　　組

二階小体育館　１２コート

Ｆ　　　組

中学女子団体予選リーグ　　No.２

－１２－

二階小体育館　１３コート

Ｇ　　　組

二階小体育館　１４コート

Ｈ　　　組



第３１回いわき徳姫杯卓球大会

－１３－

8 Ｄ－１ Ｂ－１

7 Ｃ－２ Ａ－２

6 Ｆ－２

Ｈ－１ Ｆ－１

Ｅ－１ Ｇ－１

Ｄ－２

Ｇ－２ Ｅ－２

15

12

Ｈ－２

Ａ－２

Ｆ－１

Ｃ－１ 9

13

14

24

16

2

5

4

3

10

11

1

Ｂ－２

中学女子団体決勝

Ａ－１

12

13

4

11

9

10

6

Ｂ－１

7

5

中学男子団体決勝

2

1

3

19

25

26

21

20

Ａ－１

Ｋ－２

Ｆ－２

Ｅ－１

Ｂ－２

Ｄ－１

8

16

Ｈ－２

23

Ｉ－２

Ｄ－２

Ｊ－１

Ｌ－２

15

Ｍ－２

Ｇ－２

14

18

17

Ｊ－２

Ｃ－１

Ｌ－１

Ｍ－１

22

Ｋ－１Ｉ－１

Ｈ－１ Ｇ－１

Ｅ－２Ｃ－２



① 小学生男子（４年生以下シングルス）

② 小学生女子（４年生以下シングルス）

③ 小学生男子（６年生以下シングルス）

④ 小学生女子（６年生以下シングルス）

⑤ 中学生男子シングルス

⑥ 中学生女子シングルス

⑪ 一般男子団体

⑫ 一般女子団体

競技種目

網掛けの中学男女シングルスは　1月25日に行います
（開会式直後に行います）

２日目

－１４－



１番目 ２番目 ３番目 ４番目

１コート 一般男Ａ組１－４ 一般男Ａ組３－４ 一般男Ａ組２－４ 一般男Ａ組１－２

２コート 一般男Ａ組２－３ 一般男Ｂ組２－４ 一般男Ａ組１－３ 一般男Ｂ組１－２

３コート 一般男Ｂ組１－４ 一般男Ｂ組１－３ 一般男Ｂ組２－３ 一般男Ｂ組３－４

４コート 一般男Ｃ組１－４ 一般男Ｃ組３－４ 一般男Ｃ組２－４ 一般男Ｃ組１－２

５コート 一般男Ｃ組２－３ 一般男Ｄ組２－４ 一般男Ｃ組１－３ 一般男Ｄ組１－２

６コート 一般男Ｄ組１－４ 一般男Ｄ組１－３ 一般男Ｄ組２－３ 一般男Ｄ組３－４

７コート 一般男Ｉ組２－３ 一般男Ｉ組１－３ 一般男Ｉ組１－２

８コート 一般男Ｊ組２－３ 一般男Ｊ組１－３ 一般男Ｊ組１－２

９コート 一般男Ｅ組１－４ 一般男Ｅ組３－４ 一般男Ｅ組２－４ 一般男Ｅ組１－２

１０コート 一般男Ｅ組２－３ 一般男Ｆ組２－４ 一般男Ｅ組１－３ 一般男Ｆ組１－２

１１コート 一般男Ｆ組１－４ 一般男Ｆ組１－３ 一般男Ｆ組２－３ 一般男Ｆ組３－４

１２コート 一般男Ｇ組１－４ 一般男Ｇ組３－４ 一般男Ｇ組２－４ 一般男Ｇ組１－２

１３コート 一般男Ｇ組２－３ 一般男Ｈ組２－４ 一般男Ｇ組１－３ 一般男Ｈ組１－２

１４コート 一般男Ｈ組１－４ 一般男Ｈ組１－３ 一般男Ｈ組２－３ 一般男Ｈ組３－４

１５コート 一般男Ｋ組２－３ 一般男Ｋ組１－３ 一般男Ｋ組１－２

１７コート 一般女Ａ組１－４ 一般女Ａ組３－４ 一般女Ａ組２－４ 一般女Ａ組１－２

１８コート 一般女Ａ組２－３ 一般女Ｂ組２－４ 一般女Ａ組１－３ 一般女Ｂ組１－２

１９コート 一般女Ｂ組１－４ 一般女Ｂ組１－３ 一般女Ｂ組２－３ 一般女Ｂ組３－４

２０コート 一般女Ｃ組１－４ 一般女Ｃ組１－３ 一般女Ｃ組１－２

２１コート 一般女Ｃ組２－３ 一般女Ｃ組２－４ 一般女Ｃ組３－４

１６コート 中学女子Ｓ　１ 中学女子Ｓ　２３(２番目) 中学女子Ｓ　４０(３番目)

２２コート 中学女子Ｓ　６０ 中学女子Ｓ　２４(２番目) 中学女子Ｓ　４１

２３コート 中学女子Ｓ　　２ 中学女子Ｓ　１５ 中学女子Ｓ　２６ 中学女子Ｓ　４３

２４コート 中学女子Ｓ　　５ 中学女子Ｓ　１７ 中学女子Ｓ　２７ 中学女子Ｓ　４６

３０コート 中学女子Ｓ　　６ 中学女子Ｓ　１８ 中学女子Ｓ　３０ 中学女子Ｓ　４８

３１コート 中学女子Ｓ　１０ 中学女子Ｓ　２０ 中学女子Ｓ　３１ 中学女子Ｓ　５０

３２コート 中学女子Ｓ　１３ 中学女子Ｓ　２１ 中学女子Ｓ　３６ 中学女子Ｓ　５２

３３コート 中学女子Ｓ　１４ 中学女子Ｓ　２２ 中学女子Ｓ　３７ 中学女子Ｓ　５３

２５コート 中学男子Ｓ　１ 中学男子Ｓ　３３(２番目) 中学男子Ｓ　４８(３番目)

２６コート 中学男子Ｓ　２ 中学男子Ｓ　１８ 中学男子Ｓ　３４ 中学男子Ｓ　４９

２７コート 中学男子Ｓ　３ 中学男子Ｓ　１９ 中学男子Ｓ　３６ 中学男子Ｓ　５０

２８コート 中学男子Ｓ　５ 中学男子Ｓ　２０ 中学男子Ｓ　３７ 中学男子Ｓ　５１

２９コート 中学男子Ｓ　６ 中学男子Ｓ　２２ 中学男子Ｓ　３８ 中学男子Ｓ　５２

３４コート 中学男子Ｓ　７ 中学男子Ｓ　２３ 中学男子Ｓ　３９ 中学男子Ｓ　５４

３５コート 中学男子Ｓ　８ 中学男子Ｓ　２４ 中学男子Ｓ　４０ 中学男子Ｓ　５５

３６コート 中学男子Ｓ　９ 中学男子Ｓ　２６ 中学男子Ｓ　４１ 中学男子Ｓ　５６

３７コート 中学男子Ｓ　１１ 中学男子Ｓ　２７ 中学男子Ｓ　４２ 中学男子Ｓ　５８

３８コート 中学男子Ｓ　１２ 中学男子Ｓ　２８ 中学男子Ｓ　４３ 中学男子Ｓ　６０

３９コート 中学男子Ｓ　１３ 中学男子Ｓ　２９ 中学男子Ｓ　４４ 中学男子Ｓ　６１

４０コート 中学男子Ｓ　１４ 中学男子Ｓ　３０ 中学男子Ｓ　４５ 中学男子Ｓ　６２

４１コート 中学男子Ｓ　１５ 中学男子Ｓ　３１ 中学男子Ｓ　４６ 中学男子Ｓ　６３

４２コート 中学男子Ｓ　１６ 中学男子Ｓ　３２ 中学男子Ｓ　４７ 中学男子Ｓ　６４

２日目一階大体育館順番表　

－１５－



１番目 ２番目 ３番目 ４番目 決勝トーナメント

１コート 小４下女　1 小４下女　４(２番目)

２コート 小４下女　２ 小４下女　３ 小４下女　５

３コート 小６下女　1 小６下女　６(２番目)

４コート 小６下女　１４ 小６下女　７(２番目)

５コート 小６下女　２ 小６下女　４ 小６下女　８

６コート 小６下女　３ 小６下女　５ 小６下女　９

７コート 小４下男　1 小４下男　６(２番目)

８コート 小４下男　２ 小４下男　４ 小４下男　７

９コート 小４下男　３ 小４下男　５ 小４下男　８

１０コート 小６下男　1 小６下男　８(２番目)

１１コート 小６下男　１６ 小６下男　９(２番目)

１２コート 小６下男　２ 小６下男　５ 小６下男　１０

１３コート 小６下男　３ 小６下男　６ 小６下男　１１

１４コート 小６下男　４ 小６下男　７ 小６下男　１２

１番目 ２番目 ３番目 ４番目 決勝トーナメント

１コート 中学男子Ｓ　７３ 中学男子Ｓ　８１ 中学男子Ｓ　８８

２コート 中学男子Ｓ　７４ 中学男子Ｓ　８２ 中学男子Ｓ　８９

３コート 中学男子Ｓ　７５ 中学男子Ｓ　８３ 中学男子Ｓ　９０

４コート 中学男子Ｓ　７６ 中学男子Ｓ　８４ 中学男子Ｓ　９１

５コート 中学男子Ｓ　７８ 中学男子Ｓ　８５ 中学男子Ｓ　９２

６コート 中学男子Ｓ　７９ 中学男子Ｓ　８６ 中学男子Ｓ　９３

－１６－

決
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案
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ま
す

２日目二階小体育館順番表

２日目　一　階　剣　道　場
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場
で
行
い
ま
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4
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4

1
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1
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一般男子団体　予選リーグ　　No.１

－１７－

いわき海星高等学校Ｂ

東日本国際大学Ｄ

Ｆ　組　　１０－１１コート

クレハＡ

小高工業高等学校ＯＢ(Ａ)

小高工ＯＢ(Ａ) クレハＡ 国際大学Ｄ 海星高校Ｂ 得点 順位

いわき総合高等学校Ｂ

磐城高等学校Ａ

Ｅ　組　　９－１０コート

東日本国際大学Ｃ

いわき卓球

いわき卓球 国際大学Ｃ 磐城高等学校Ａ 総合高校Ｂ 得点 順位

いわき光洋高等学校Ｂ

いわきＴＴＳオレンジ

Ｄ　組　　５－６コート

いわき海星高等学校Ａ

日立さくらクラブＡ

日立さくらＡ 海星高校Ａ ＴＴＳオレンジ 光洋高校Ｂ 得点 順位

福島工業高等専門学校Ｂ

ふたば未来学園

Ｃ　組　　４－５コート

みやたクラブ

東日本国際大学Ａ

国際大学Ａ みやたクラブ ふたば未来学園 高専Ｂ 得点 順位

平工業高等学校Ｃ

Ｋ・Ｔ・Ｔ・Ｆ(Ｂ)

Ｂ　組　　２－３コート

いわき卓栄会ＥＸＰ

卓魂

卓魂 卓栄会ＥＸＰ ＫＴＴＦ(Ｂ) 平工Ｃ 得点 順位

福島工業高等専門学校Ｄ

平工業高等学校Ｂ

日立さくらクラブＢ

得点 順位

タンガローリー

国際大学Ｂ

第３１回いわき徳姫杯卓球大会

Ａ　組　　１－２コート タンガローリー 日立さくらＢ 平工Ｂ

総合高校Ａ

高専Ｄ

磐城高等学校Ｂ

磐城高等学校Ｂ

いわき総合高等学校Ａ

Ｋ・Ｔ・Ｔ・Ｆ(Ａ)

東日本国際大学Ｂ

得点ＫＴＴＦ(Ａ)Ｇ　組　　１２－１３コート 順位



1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

一般男子団体　予選リーグ　　No.２

－１８－

Ｅ－２ 21

Ｂ－１ 22

10 Ｃ－２

11 Ｄ－１

9 Ｊ－２ Ｈ－２ 20

8 Ｋ－２ Ｊ－１ 19

7 Ｂ－２ Ｇ－１ 18

6 Ｅ－１ Ｆ－１ 17

5 Ｈ－１ Ａ－２ 16

4 Ｉ－１ Ｋ－１ 15

3 Ｇ－２ Ｉ－２ 14

12

2 Ｆ－２ Ｄ－２ 13

一 般 男 子 団 体 決 勝

1 Ａ－１ Ｃ－１

クレハＢ

Ｊ　組　　８コート　

いわき卓栄会ＳＴ

平工業高等学校Ａ

平工Ａ 卓栄会ＳＴ クレハＢ 得点 順位

湯本高等学校

チームＵＥＤＡ

卓鬼

Ｎｅｘｕｓ

卓鬼 チームＵＥＤＡ 湯本高等学校 順位

いわき光洋高等学校Ａ

得点Ｉ　組　　７コート　

Ｉ・Ｔ・Ｏクラブ

小高工業高等学校ＯＢ(Ｂ)

Ｈ　組　１３－１４コート 小高工ＯＢ(Ｂ) ＩＴＯクラブ Ｎｅｘｕｓ 光洋高校Ａ 得点 順位

Ｋ　組　　１５コート 高専Ａ 小高工ＯＢ(Ｃ) 高専Ｃ 得点 順位

福島工業高等専門学校Ａ

小高工業高等学校ＯＢ(Ｃ)

福島工業高等専門学校Ｃ



1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Ｃ１ Ａ２

第３１回いわき徳姫杯卓球大会

－１９－

Ｂ１

一般女子団体　決勝

Ａ１ Ｂ２ Ｃ２

磐城第一高等学校

いわき総合高等学校

チームＵＥＤＡ

Team ＰｏＰｏ

いわき卓球Ｂ

２０－２１コート

　　　　　Ｃ　　　組　 Team ＰｏＰｏ チームＵＥＤＡ 磐城第一高等学校 いわき総合高校 得点 順位

お卓

東日本国際大学Ａ

１８－１９コート

順位　　　　　Ｂ　　　組　 東日本国際大学Ａ お卓 ふたば未来学園 いわき卓球Ｂ 得点

湯本高等学校

磐城高等学校

東日本国際大学Ｂ

いわき卓球Ａ

ふたば未来学園

一般女子団体　予選リーグ

１７－１８コート

　　　　　Ａ　　　組　 いわき卓球Ａ 東日本国際大学Ｂ 磐城高等学校 湯本高等学校 得点 順位



小学４年生以下男子シングルス

栗崎叶羽椰 笹原　泰地 香野　歩夢 久保　拓登

あゆりジュニア 十王スポーツ少年団 郡山第一卓球クラブ いわき卓球

正木　秀阿 木村　陽向 関根　和眞 ８コート

勿来卓球クラブ 本宮卓球クラブ 卓風会 １番目

鈴木　悠叶 川村　　翔 佐川虎之介 ９コート

みやたクラブ 水戸ファイターズ 勿来卓球クラブ １番目

神長　逞生 佐藤　愁斗 後藤　　選 ８コート

卓風会 みなみクラブ 金谷卓球クラブ ２番目

荻津　太陽 木村　　善 相原　光希 ９コート

水戸ファイターズ 本宮卓球クラブ 勿来卓球クラブ ２番目

向尾　幸村 横田　莉空 二瓶　大輝 ７コート

あゆりジュニア 東海クラブ いわき卓球 ２回目

菊地　瞳輝 村田　煌斗 末永　雄吾 ８コート

本宮卓球クラブ 十王スポーツ少年団 勿来卓球クラブ ３回目

石川　絢大 齋藤　忠文 小鍜治蒼汰 ９コート

卓風会 蓬莱TTC 勿来卓球クラブ ３回目

小学６年生以下男子シングルス

石原　颯海 鈴木　海渡 伊藤　成那 長谷川　笙梧

卓風会 いわき卓球 郡山第一卓球クラブ 白河中央キッズ　

茅根　大耀 渡部虎士朗 鈴木　春成 １２コート

十王スポーツ少年団 蓬莱ＴＴＣ ダイシンクラブ １番目

山岸　大輝 宮崎遼太郎 呉　　勇輝 １３コート

みなみクラブ 須賀川卓球スポ少 水戸ファイターズ １番目

西岡　歩夢 設楽　琉也 片寄　大樹 １４コート

Ｏｖｅｒ　Ｌｉｍｉｔ あゆりジュニア いわき卓球 １番目

白石　遼河 小手森　駿 二瓶　　陽 １２コート

水戸ファイターズ 平野卓球スポ少 郡山第一卓球クラブ ２番目

鈴木　喜翔 矢部　托深 鈴木　眞介 １３コート

郡山第一卓球クラブ Ｏｖｅｒ　Ｌｉｍｉｔ いわき卓球 ２番目

齋藤　忠寿 岸本　脩雅 小鍜治　暖 １４コート

蓬莱ＴＴＣ 郡山第一卓球クラブ 勿来卓球クラブ ２番目

本多　大和 加藤　吏稀 猪狩和磨 １０コート

本宮卓球クラブ みなみクラブ 金谷卓球クラブ ２番目

横田蒼空 伊達　光汰 佐藤　弘悠 １１コート

東海クラブ 郡山第一卓球クラブ みなみクラブ ２番目

丸子　広 佐藤　史弥 小林　壮太 １２コート

本宮卓球クラブ 蓬莱ＴＴＣ いわき卓球 ３番目

大畠　垂穂 中島　文太 添田　大遥 １３コート

水戸ファイターズ 平野卓球スポ少 勿来卓球クラブ ３番目

池田　悠真 佐藤　　颯 児山颯 １４コート

郡山第一卓球クラブ 白河中央キッズ　 いわき卓球 ３番目

兼谷　遥斗 曽根　優之介 森崎　潤瑠

本宮卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ 金谷卓球クラブ

栗崎　鈴也 原田　海志 芳賀　永悟

あゆりジュニア ダイシンクラブ いわき卓球

菊地　涼月 関根　颯音 木村　悠杜

磯原ジュニア 須賀川卓球スポ少 神谷クラブ

遠藤　龍太 後藤　旭陽 二瓶　庄大 呉　　謙志

いわき卓球 蓬莱ＴＴＣ 郡山第一卓球クラブ 水戸ファイターズ
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小学４年生以下女子シングルス

堀井　葵陽 田尻　ひな 相川　優菜 丹治あらた

卓風会 Ｏｖｅｒ　Ｌｉｍｉｔ 磯原ジュニア 金谷卓球クラブ

安斎　萌 高安　彩花 小鍜治柚衣 ２コート

本宮卓球クラブ Ｏｖｅｒ　Ｌｉｍｉｔ 勿来卓球クラブ １番目

前田　真凜 松井　千穂 見城　月菜 ２コート

郡山第一卓球クラブ 十王スポーツ少年団 いわき卓球 ２番目

見城　柚妃 山岸　百華 小山里衣紗 １コート

いわき卓球 みなみクラブ 金谷卓球クラブ ２番目

鈴木　絢花 芳賀　優那 三瓶　美咲 ２コート

中郷ピンポン 須賀川卓球スポ少 勿来卓球クラブ ３番目

佐藤　紗奈 堀井　愛陽 遠藤　ゆか

磯原ジュニア 卓風会 本宮卓球クラブ

三村　花愛 木村　愛音 和田紗季

Ｏｖｅｒ　Ｌｉｍｉｔ 本宮卓球クラブ 金谷卓球クラブ

小学６年生以下女子シングルス

岡田　蒼衣 小松　優月 鈴木　七海 竹森　英恵

いわき卓球 あゆりジュニア 中郷ピンポン みやたクラブ

生田目　風花 齋藤　和花 加村想乃香 ５コート

卓風会 金谷卓球クラブ 神谷クラブ １番目

村田　奈々 仲村　香穂 渡邉　和奏 ６コート

十王スポーツ少年団 勿来卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ １番目

和氣　令奈 小沼　菜摘 柳内　虹空 ５コート

中郷ピンポン 郡山第一卓球クラブ いわき卓球 ２番目

松崎　　夢 松井　璃菜　 浦島　紺生 ６コート

いわき卓球 十王スポーツ少年団 金谷卓球クラブ ２番目

小倉　正恵 長瀬　日和 駒木根凌那 ３コート

Team　ＳＡＮＫＹＯ 中郷ピンポン 須賀川卓球スポ少 ２番目

齋藤ルイ 田尻　はな 蛯名はるひ ４コート

勿来卓球クラブ Ｏｖｅｒ　Ｌｉｍｉｔ ダイシンクラブ ２番目

栁沼　夏帆 松平　みはね 寺沼　緋南 ５コート

本宮卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ 中郷ピンポン ３番目

永山　和奏 向尾　美桜 関根　波奈 ６コート

神谷クラブ あゆりジュニア 卓風会 ３番目

佐藤　優奈 小嶋　なな 佐藤　　玲

いわき卓球 Ｏｖｅｒ　Ｌｉｍｉｔ 勿来卓球クラブ

鈴木　花歩 大津奈々美 大藤颯希子

磯原ジュニア みやたクラブ ダイシンクラブ

小圷　美月 沼田　愛琉 小山　優里

Ｏｖｅｒ　Ｌｉｍｉｔ 中郷ピンポン 金谷卓球クラブ

初澤　亜祐美 深谷　音花 正木　巴結

水戸ファイターズ 郡山第一卓球クラブ 勿来卓球クラブ

渡邊　美月 小林花奈美 高橋　日和 松井　瑠菜

いわき卓球 須賀川卓球スポ少 みなみクラブ 十王スポーツ少年団
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中学男子シングルス　No.１

齋藤　太一 北川　瑛貴 平澤　直明 秋元　優希

卓風会 中央台卓球クラブ 江名中 勿来二中

丹　　琉哉 藤田　徠希 蛭田　　昴 ２６コート

小名浜二中 表郷中学校 錦中 １番目

西元　漣音 西岡　拓海 関　　 温人 ２７コート

泉中 Ｏｖｅｒ　Ｌｉｍｉｔ 玉川中 １番目

八取　大吉 野木　将志 日向　大地 ２５日二階小

泉中 湯本一中 植田中 １コート

安齊　凌佑 船山　彪雅 渡邉　将人 ２８コート

平野卓球スポ少 平三中 中央台北中 １番目

山野辺晃大 菊岡　陽太 浅野　拓巳 ２９コート

平一中 郡山第一卓球クラブ 川部中 １番目

大津　栄翔 大平　元希 齋藤海七渡 ３４コート

卓風会 豊間中 内郷一中 １番目

山崎　えん 安齋　朴音 佐藤　咲斗 ３５コート

勿来卓球クラブ 須賀川卓球スポ少 揚土クラブ １番目

遠藤　航輝 持地　　駿 岡本　　心 ３６コート

みなみクラブ 中央台南中 磐崎中 １番目

淺野　天翔 佐藤　　蓮 平峯　陽斗 ２５日二階小

泉中 小名浜一中 平三中 ２コート

皆川　優牙 佐藤　悠斗 片寄　莉脩 ３７コート

磯原ジュニア 勿来二中 久之浜中 １番目

齋藤　忠宏 髙橋　祐気 渡辺　凱斗 ３８コート

蓬莱ＴＴＣ 平二中 入遠野中 １番目

鬼澤　　岳 本多　春弥 山下　洸成 ３９コート

水戸ファイターズ 湯本三中 錦中 １番目

松崎　祥大 廣瀬　　琉 藁谷　琢也 ４０コート

玉川中 表郷中学校 湯本一中 １番目

大和田将寿 黒沢　晴翔 生田目　迅 ４１コート

ダイシンクラブ 東海クラブ 磐崎中 １番目

木田　優也 星　　拓真 星　　雄陽 ４２コート

泉中 本宮卓球クラブ 植田中 １番目

平澤　稜希 小川　寛斗 芳賀　亮太 ２５日二階小

江名中 小名浜二中 小名浜一中 ３コート

上遠野凌介 須釜　健伍 緑川　遥輝 ２６コート

植田中 白河中央中　 川部中 ２番目

遠藤　太智 伊藤蓮乃祐 佐藤　海地 ２７コート

十王スポーツ少年団 平一中 中央台卓球クラブ ２番目

櫛田　涼介 松浦　翔英 上遠野緋利 ２８コート

江名中 蓬莱ＴＴＣ 泉中 ２番目

清野　雅仁 小峯　弘夢 小嶋　優斗 ２５日二階小

中央台北中 玉川中 内郷一中 ４コート

鈴木　洸太 鈴木　　潤 佐藤　翔輝 ２９コート

内郷一中 表郷中学校 小名浜二中 ２番目

和田　　楽 吉村　治希 岩野　快理 ３４コート

平二中 あゆりジュニア 平三中 ２番目

安齋　陽生 田巻　佳悟 芳賀　元徳 ３５コート

東海クラブ 赤井中 揚土クラブ ２番目
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中学男子シングルス　No.２

伊藤　翔太 鈴木　緑空 大和田　剛史 ２５日二階小

赤井中 小名浜一中 江名中 ５コート

新妻　高成 今井　　舜 齋藤　勇太 ３６コート

中央台南中 表郷中学校 湯本三中 ２番目

江尻　侑希 渡邉　和志 生駒　陽向 ３７コート

中央台北中 郡山第一卓球クラブ 玉川中 ２番目

上遠野寛門 江口　翔琉 木村　昌暉 ３８コート

Team SANKYO 平三中 平二中 ２番目

齊藤　俐貴 川崎　敬斗 小野　聡大 ３９コート

草野中 Ｏｖｅｒ　Ｌｉｍｉｔ 中央台卓球クラブ ２番目

佐久間大和 北山　愛琉 宇佐見詔甲 ４０コート

浅川クラブ 平一中 揚土クラブ ２番目

畠　　悠悟 鈴木　良牙 田仲　悠人 ４１コート

本宮卓球クラブ 草野中 内郷一中 ２番目

安　　陸羽 菅野　祐希 大友　一輝 ４２コート

植田中 蓬莱ＴＴＣ 川部中 ２番目

宮内　陽良 西牧　龍志 小沼　紘太朗 ２５コート

赤井中 白河中央中　 磐崎中 ２番目

安藤　北斗 遠藤　蓮也 小畑　琉生 ２６コート

平野卓球スポ少 久之浜中 勿来二中 ３番目

宮田　竣介 門馬　　響 片野　優牙 ２５日二階小

小名浜一中 豊間中 錦中 ６コート

加藤　大馳 吉川　拓真 村上　煌我 ２７コート

みなみクラブ 小名浜二中 湯本一中 ３番目

飯塚　晴己 鈴木　原也 藤原　央貴 ２８コート

東海クラブ 平一中 揚土クラブ ３番目

矢内　堅斗 丹野　俊介 小椋　悠斗 ２９コート

小名浜一中 みなみクラブ 勿来二中 ３番目

戸崎　滉太 小林　由侑 佐藤　真翔 ３４コート

ダイシンクラブ 須賀川卓球スポ少 磐崎中 ３番目

鈴木蒼一朗 阿部　那生 皆川榮太郎 ３５コート

内郷一中 平野卓球スポ少 川部中 ３番目

鈴木　優輔 高槻　　晋 長瀬　煌史朗 ３６コート

磐崎中 蓬莱ＴＴＣ 平三中 ３番目

片吉　章 市村　侑己 金成　永樹 ３７コート

本宮卓球クラブ 錦中 泉中 ３番目

物江　秀弥 七海　天宥 加藤　　昊 ３８コート

勿来卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ 湯本一中 ３番目

吉田　凱智 井谷　　峻 櫛田　知毅 ３９コート

平二中 白河中央中　 植田中 ３番目

大畠　良樹 渡邉　泰成 佐藤　由知 ４０コート

水戸ファイターズ 玉川中 中央台南中 ３番目

長谷川柔大 根本　卓摩 鎌田　稜翔 ４１コート

赤井中 表郷中学校 中央台北中 ３番目

入江　恭平 安部勇之介 大和田悠斗 ４２コート

中央台南中 須賀川卓球スポ少 中央台卓球クラブ ３番目

志賀　亘佑 秦野　誠也 渡辺　友紀柊 ２５コート

みなみクラブ 草野中 久之浜中 ３番目
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中学男子シングルス　No.３

鹿俣　　葵 井上　心優 今田　吏玖 ２６コート

本宮卓球クラブ 平一中 平三中 ４番目

村山　暁洋 矢部晋之介 國井　悠誠 ２７コート

中央台南中 Ｏｖｅｒ　Ｌｉｍｉｔ 平二中 ４番目

猪狩　快人 荒井　綸尤 大岡　夏葵 ２８コート

内郷一中 表郷中学校 勿来二中 ４番目

遠藤　匠梧 佐藤　　翼 小田　瑛斗 ２９コート

小名浜一中 蓬莱ＴＴＣ 玉川中 ４番目

佐藤　　蓮 飯塚　雄基 後藤　大叶 ２５日二階小

平三中 中央台南中 錦中 ７コート

岡部　佑音 馬目　柊翔 後藤　　翼 ３４コート

須賀川卓球スポ少 江名中 湯本一中 ４番目

伊賀　大和 中嶋　文輝 蛭田　那生 ３５コート

やくわクラブ 川部中 植田中 ４番目

鈴木　雄大 鈴木　　麟 小野　海翔 ３６コート

磐崎中 郡山第一卓球クラブ 中央台北中 ４番目

後藤　　凛 緑川　　颯 馬目　翔矢 ２５日二階小

平二中 勿来二中 小名浜二中 ８コート

佐藤　蒼空 平山　敬佑 小鍜治輝斗 ３７コート

植田中 磐崎中 勿来卓球クラブ ４番目

佐藤　優太 矢部　陽人 鈴木　秀斗 ２５日二階小

小名浜二中 湯本一中 中央台卓球クラブ ９コート

小池　　開 鈴木　創太 坪井弘太郎 ３８コート

みなみクラブ 勿来二中 久之浜中 ４番目

大津　宥翔 遠藤　柊生 前田　拓海 ３９コート

卓風会 錦中 中央台北中 ４番目

飛田 雅斗 栃本　開世 桑野　雅由 ４０コート

泉中 須賀川卓球スポ少 玉川中 ４番目

青木　来聖 石井　湧也 酒井　悠誠 ４１コート

ダイシンクラブ 本宮卓球クラブ 平二中 ４番目

荻津　圭介 小山　響稀 大平　絢斗 ４２コート

水戸ファイターズ 湯本三中 植田中 ４番目

國友　　航 明智　大和 高根澤勇人

内郷一中 揚土クラブ 中央台北中

本多　泰知 西山恭太郎 猪狩　颯汰

本宮卓球クラブ 川部中 中央台南中

荒川　知哉 遠藤　雅実 大和田　聖

泉中 東海クラブ 内郷一中

谷　　将吾 安龍　治輝 佐藤　　聖 ２５日二階小

小名浜二中 中央台卓球クラブ 赤井中 １０コート

小松　雅英 佐藤　優太 皆川　裕弥 早く終了コートへ

磐崎中 白河中央中　 勿来二中 案内します

山野　颯太 松本　　翔 廣島　幸來 ２５日二階小

小名浜二中 平三中 小名浜一中 １１コート

白土　海斗 深谷　凌雅 鈴木　一真 早く終了コートへ

江名中 表郷中学校 久之浜中 案内します

鈴木　瑛太 伊藤　有人 横田　祐太 早く終了コートへ

東海クラブ 湯本一中 入遠野中 案内します
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中学男子シングルス　No.４

飯村　旬希 渡部　愛瑠 中澤　亮太 １コート

Ｏｖｅｒ　Ｌｉｍｉｔ 平三中 磐崎中 １番目

三輪　海斗 鈴木　翔太 國井　陽毅 ２コート

平二中 表郷中学校 中央台卓球クラブ １番目

鈴木　翔太 清水　拓磨 児山　虹大 ３コート

小名浜二中 東海クラブ 玉川中 １番目

谷平　琉維 間弓　晴希 瀬谷　悠人 ４コート

久之浜中 郡山第一卓球クラブ 内郷一中 １番目

佐藤　龍輝 富岡　晴哉 嵐田　想良 ２５日二階小

小名浜二中 中央台卓球クラブ 平二中 １２コート

伊藤　遥夢 小田島　奏斗 髙橋　聖人 ５コート

ＮＴＳ 本宮卓球クラブ 湯本三中 １番目

安斎　　倖 富山　颯太 猪狩　　昭 ６コート

本宮卓球クラブ 川部中 平一中 １番目

馬上　大輝 木内　健太 佐藤　颯真 ２５日二階小

江名中 錦中 湯本一中 １３コート

四家　　疾 角田　晴喜 馬上　創介 １コート

小名浜一中 表郷中学校 勿来二中 ２番目

髙橋　淳志 川崎　　秀 鈴木蒼之心 ２コート

水戸ファイターズ 植田中 中央台北中 ２番目

白圡　祐汰 小林　本和 本間　　力 ３コート

中央台北中 白河中央中　 入遠野中 ２番目

船生　岳冬 小林　優斗 内海　崇斗 ４コート

赤井中 須賀川卓球スポ少 平三中 ２番目

冨山　碧斗 大井川泰雅 関根　佳孝 ５コート

東海クラブ 川部中 赤井中 ２番目

吉村　陸 先﨑　祐貴 藤本　希織 ６コート

錦中 みなみクラブ 錦中 ２番目

伊藤　　輝 鈴木　晃太朗 星　　遥友 ２５日二階小

泉中 中央台卓球クラブ 植田中 １４コート

吉田　綾翔 坂本　遙大 鈴木　創嵐 １コート

小名浜一中 勿来二中 中央台北中 ３番目

吉田　一獅 高木　悠希 澤野　溜生 ２コート

赤井中 中央台南中 久之浜中 ３番目

西山　歩希 越渡　健太 鈴木　皇成 ３コート

赤井中 湯本一中 豊間中 ３番目

鈴木　翔伊 坂本康太朗 江川　健斗 ４コート

勿来卓球クラブ 平一中 内郷一中 ３番目

宍戸　寿増 吉田　綜真 高橋　　渚 ５コート

平野卓球スポ少 玉川中 中央台南中 ３番目

遠藤　州琢 橋本　天翔 髙橋　歩夢 ６コート

錦中 蓬莱ＴＴＣ 磐崎中 ３番目

村上　翔太 伊藤　瞭佑 相馬　聖士

神谷クラブ 玉川中 小名浜一中

浦島　健矢 市川　響己 冨塚　太希

平二中 表郷中学校 揚土クラブ

滝沢　倖也 関根 慈紀 熊谷　昊河

郡山第一卓球クラブ 泉中 草野中
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中学女子シングルス　No.１
久保菜々美 鈴木　えみ 奥井　華憐 園部　涼夏
小名浜二中 赤井中 湯本三中 川部中
眞弓華乃子 地引　　遥 正木　結衣 ２３コート

植田中 内郷一中 勿来二中 １番目
柳内　碧空 長谷川百花 濱名 美里 ２５日大体育館

赤井中 草野中 勿来一中 １６コート
小野　愛実 永井　雪華 蓬田　佳凜 ２５日大体育館
入遠野中 江名中 中央台北中 １７コート

関　　彩花 猪瀬　萌果 渋谷　海奏 ２４コート
松岡中学校 平一中 玉川中 １番目
石川　眞美 鈴木花恵良 今野えりか ３０コート

磐崎中 須賀川卓球スポ少 平三中 １番目
箱崎　結愛 國井　心菜 四條海璃亜 ２５日大体育館
小名浜一中 平二中 久之浜中 １８コート
塩坪　心音 大熊　佳由英 舟木　愛琴 ２５日大体育館
小名浜二中 玉川中 磐崎中 １９コート
右色　楓花 片寄　結菜 薄葉　茉彩 ２５日大体育館

平三中 草野中 平一中 ２０コート
古茂田莉奈 阿久津里奈 渡邉　夢子 ３１コート
松岡中学校 中央台北中 内郷一中 １番目
林　　和美 渡辺さくら 齋藤　涼夏 ２５日大体育館
小名浜一中 入遠野中 豊間中 ２１コート
富岡　姫菜 砂谷　美羽 遠藤つばさ ２５日大体育館

平三中 湯本一中 磐崎中 ２２コート
緑川　由愛 大和田聖奈 宮本　真央 ３２コート

植田中 勿来二中 中央台南中 １番目
佐藤　麗奈 橋本　結心 根岸　愛佳 ３３コート
入遠野中 表郷中学校 勿来一中 １番目

野口　寧音 小野　夏美 石田　　和 ２３コート
卓風会 錦中 小名浜二中 ２番目

岡田　紗季 猪狩　未来 小澤　莉実 ２５日大体育館
小名浜二中 湯本一中 入遠野中 ２３コート
遠藤　心和 松平　真奈 辻浦 羽彩 ２４コート

平一中 郡山第一卓球クラブ 勿来一中 ２番目
室谷　結菜 郡司　伶奈 正木　奈緒 ３０コート

磯原ジュニア 磐崎中 勿来二中 ２番目
渡邊　萌花 鈴木　望来 小澤　玲那 ２５日大体育館

赤井中 平二中 中央台北中 ２４コート
鈴木　咲藍 渡辺　沙季 相笠　美優 ３１コート
勿来一中 表郷中学校 磐崎中 ２番目

八巻　南星 渡辺　咲嘉 曲山　優香 ３２コート
小名浜一中 内郷一中 湯本三中 ２番目
椎名　陽香 藁谷　祐希 船生　夏帆 ３３コート
松岡中学校 川部中 赤井中 ２番目
齋藤　花 鈴木　瑞菜 鈴木　琉奈 １６コート

みなみクラブ 玉川中 平一中 ２番目
高森　叶愛 平子　綾乃 小林　咲希 ２２コート

十王スポーツ少年団 入遠野中 磐崎中 ２番目
井上　綾弥 宮下　夏緒 沼田　美月 ２５日大体育館
小名浜二中 勿来二中 平二中 ２５コート
澁谷　祥子 村田梨々子 石井なの葉 ２３コート

豊間中 松岡中学校 中央台北中 ３番目
圓谷　　侑 冨樫　　彩 遠藤 優莉亜 ２４コート

植田中 白河中央中 勿来一中 ３番目
遠藤　百桜 酒井　　花 新妻　怜実 ２５日大体育館
久之浜中 小名浜一中 平三中 ２６コート

山内　彩圭 伊藤　李泉 佐久間美羽 ２５日大体育館
勿来二中 平一中 中央台南中 ２７コート

小田　菜月 今野　綾香 先﨑　　悠 ３０コート
Ｏｖｅｒ　Ｌｉｍｉｔ 久之浜中 湯本一中 ３番目

１階大体育館
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中学女子シングルス　No.２
川西　唯加 佐藤　結衣 折笠　仁美 ３１コート

卓風会 小名浜一中 入遠野中 ３番目
青柳　來夢 江尻　　茜 阿部　七美 ２５日大体育館

赤井中 湯本一中 平三中 ２８コート
穐田 心桜 薄葉　来夢 小松　愛良 ２５日大体育館
勿来一中 平一中 磐崎中 ２９コート

松原さくら 小林　萌花 深谷　美葉 ２５日大体育館
小名浜一中 中央台北中 勿来一中 ３０コート
西野　心 渡邉　　環 古市　美帆 ２５日大体育館
久之浜中 草野中 中央台南中 ３１コート

鷹　　初月 穗積　花帆 渡部　彩音 ３２コート
小名浜二中 表郷中学校 玉川中 ３番目
初澤　明美 桒村　瑞希 坂本　真梨 ３３コート

水戸ファイターズ 湯本三中 勿来二中 ３番目
志賀　愛璃 緑川　輝 新家　未来 ２５日大体育館
小名浜一中 勿来一中 磐崎中 ３２コート
古堅　まり 小倉　若菜 市原　美音 ２５日大体育館
中央台北中 平三中 平一中 ３３コート
古茂田真奈 鯨岡こころ 大内　樺子 １６コート
松岡中学校 平二中 内郷一中 ３番目
尾形優月花 大河原　碧 庄司　芙桜 ２２コート
入遠野中 表郷中学校 赤井中 ３番目

佐々木華奈 伊藤くるみ 根本　茉琳 ２５日大体育館
久之浜中 勿来二中 玉川中 ３４コート

金澤　　想 松﨑ななみ 野崎　史満 ２３コート
平三中 白河中央中 中央台南中 ４番目

猪狩　七菜 丹治ひなた 木村　日南 ２５日大体育館
豊間中 草野中 赤井中 ３５コート

皆川　遥香 太田　紗奈 鈴木　愛生 ２５日大体育館
小名浜二中 玉川中 中央台北中 ３６コート
伊藤　結香 白土　心晴 山木まりあ ２４コート

十王スポーツ少年団 江名中 小名浜二中 ４番目
馬場　柚音 蛭田　愛美 高橋　陽菜 ２５日大体育館

赤井中 小名浜一中 草野中 ３７コート
猪狩　遥香 齋藤 レイラ 鈴木さくら ３０コート
松岡中学校 勿来一中 川部中 ４番目
佐川　紗彩 鈴木　伶美 薄井　凛奈 ２５日大体育館
勿来二中 江名中 平一中 ３８コート

清水　文歌 植松　美樹 星野　　晶 ３１コート
東海クラブ 湯本一中 平三中 ４番目
鈴木　初美 金古　　栞 佐藤　桜心 ２５日大体育館

赤井中 中央台南中 磐崎中 ３９コート
永山　　遥 住吉　有来 愛澤　美優 ３２コート

豊間中 表郷中学校 中央台北中 ４番目
根本　真愛 芳賀　美優 常盤　華麗 ３３コート
小名浜二中 須賀川卓球スポ少 川部中 ４番目
草野　凜音 近江　優理 齋藤　まゆ ２５日大体育館

平三中 平二中 入遠野中 ４０コート
宮田　華菜 安島　　凜 田中　嘉音
松岡中学校 内郷一中 磐崎中
中島　奈那 佐山　萌香 小川　七聖
中央台北中 勿来二中 入遠野中
倉富　　唯 江口　　更 宗形　瑠夏
小名浜一中 錦中 平三中
遠藤　加澄 小野さくら 永山　澪来

須賀川卓球スポ少 勿来一中 湯本三中
鈴木　琴美 沼知　凜桜 木村　海琴

赤井中 湯本一中 小名浜一中
皆川　智香 森高　円香 田村　晴菜 洲崎　沙弥
小名浜二中 中央台北中 久之浜中 平一中
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