
１位 瀧田　朝陽 郡山ふれあい １位 遠宮　みのり 富久山クラブ

２位 高橋　歩夢 郡山ふれあい ２位 苅宿　未来 富久山クラブ

３位 根本　瑛多 郡山ふれあい ３位 鈴木　心都 郡山第一クラブ

３位 ３位

１位 伊藤　魁星 富久山クラブ １位 苅宿　結衣 富久山クラブ

２位 遠宮　雄斗 富久山クラブ ２位 前田　真凜 郡山第一クラブ

３位 川崎　緑也 郡山ふれあい ３位 鍵谷　優妃 本宮クラブ

３位 香野　歩夢 郡山第一クラブ ３位 大山　七星 富久山クラブ

１位 金田　篤典 富久山クラブ １位 宗像　真桜 富久山クラブ

２位 池田　悠真 郡山第一クラブ ２位 栁沼　夏帆 本宮クラブ

３位 曽根優之介 郡山第一クラブ ３位 秋元　愛美 富久山クラブ

３位 丸子　広 本宮クラブ ３位 古川　梨紗 富久山クラブ

１位 若松　龍志郎 富久山クラブ １位

２位 ２位

３位 ３位

３位 ３位

１位 遠宮　智保 富久山クラブ １位 松平　真奈 郡山一中

２位 角田　裕哉 富久山クラブ ２位 三瓶　真侑 守山中

３位 渡邉　和志 郡山六中 ３位 渡辺　玲華 富久山クラブ

３位 岩室　陽大 富田中 ３位 根本　美玖 守山中

１位 石澤　和磨 本宮クラブ １位 古川　怜娃 富久山クラブ

２位 今泉　来偉 守山中 ２位

３位 ３位

３位 ３位

１位 三川　春瑠 郡山六中 １位 真壁　美澪 緑ケ丘中

２位 平栗　謙太 富久山クラブ ２位 菅野　明里 富田中

３位 平栗　駿太 富久山クラブ ３位 宗形　美兎 高瀬中

３位 松本　昴明 郡山六中 ３位 三谷　美月 小原田中

第５7回郡山市民体育祭卓球競技小中学生の部結果
令和元年１１月９（土）　郡山市西部第二体育館

小学1・２年男子 小学1・２年女子

小学３・４年男子 小学３・４年女子

中学2年男子A 中学２年女子A

中学2年男子B 中学２年女子B

小学５・６年男子 小学５・６年女子

中学１年男子A 中学１年女子A

中学１年男子B 中学１年女子B



１位 加藤　大晟 帝京安積 １位 髙橋　美悠 富久山クラブ

２位 岩永　宗久 帝京安積 ２位 伊藤　今日香 富久山クラブ

３位 高橋　蓮 帝京安積 ３位 苅宿　千穂 富久山クラブ

３位 相楽　将 帝京安積 ３位 緑川　奈々美 郡女大附属高

１位 古川　晴規 郡山ふれあい １位 藏野　七海 あさか開成高

２位 樋口　裕 ＦＲＥＥＤＯＭ ２位 本泉　愛里菜 あさか開成高

３位 齋藤　祐亮 郡山ふれあい ３位 冨塚　美弥 フレンズあさか

３位 伊藤　幸之助 Ｋ．CONNECT ３位 大沼　樹里 あさか開成高

１位 松 脇 　亮 カトレアクラブ １位 山内　裕美 Ｋ．CONNECT

２位 渡部　俊男 郡山ふれあい ２位 安藤　俊子 三穂田卓球協会

３位 石田　政夫 安積卓球クラブ ３位 山田　順子 郡山ふれあい

３位 佐々木　亮太 向舘卓球愛好会 ３位 大河内　恵子 郡山ふれあい

１位 佐久間　昌弘 球極 １位 星　ますみ たんぽぽ

２位 大槻　力也 たんぽぽ ２位 綾川　ゆみ Let’－T

３位 志賀　芳雄 たんぽぽ ３位

３位 田村　芳政 たんぽぽ ３位

１位 宇佐美　吉男 すずらん １位 三浦　とも子 たんぽぽ

２位 安斎　薫 スカイクラブ ２位 千葉　美智子 すずらん

３位 黒羽　幸夫 スカイクラブ ３位 佐野　文江 安積ラージ

３位 野尻　勝行 Let’－T ３位 小林　玲子 すずらん

第５７回郡山市民大会卓球競技（一般・レディースの部）結果
令和元年１１月１０日（日）　郡山市西部第二体育館

一般男子1部 一般女子1部

愛好者男子(硬式)　 愛好者女子（硬式）　

一般男子2部 一般女子2部

ラージボール男子　60歳未満 ラージボール女子　60歳未満

ラージボール男子　60歳～70歳 ラージボール女子　60歳～70歳



１位 橋本　邦俊 スカイクラブ １位 賀川　明子 スカイクラブ

２位 横山　透 すずらん ２位 長岡　典子 すずらん

３位 佐藤　昇 安積ラージ ３位 佐藤　和子 すずらん

３位 大澤　進 安積ラージ ３位 佐々木　マチ子 スカイクラブ

１位

２位

３位

３位

佐久間ひろ子 鵜澤則子 五島ナヲ子 國分光代

春里満喜子 庭山文子 土屋和子

高田静代 山口郁子 浅沼久美子 吉田ヒロ子

松尾シズ子 鈴木優子 髙橋キヨ子

レディース団体　ＡＢクラス レディース団体　ＢＣクラス

１位

２位 ２位

１位

たんぽぽ

大澤　進　佐野文江 安積ラージ

レディースの部

（３～４人による団体戦・チーム名がないのでメンバーの個人名で記載）

ラージボール男子　70歳以上 ラージボール女子　70歳以上

ラージボール混合ダブルス

佐久間昌弘　内堀早苗 球極　たんぽぽ

志賀芳雄　三浦とも子 たんぽぽ

大槻力也　志賀苗子


