
令和2年11月15日　　郡山市西部体育館

バンビ男子 バンビ女子

第１位 原　鳳芽 本宮卓球クラブ 第１位 鈴木　心都 郡山第一卓球クラブ

第２位 木村　善 本宮卓球クラブ 第２位 遠宮　真結 富久山卓球クラブ

第３位 岸本　郷雅 郡山第一卓球クラブ 第３位

第３位 深谷　統雅 郡山第一卓球クラブ 第３位

カブ男子 カブ女子

第１位 今野　晴晟 郡山第一卓球クラブ 第１位 遠宮　みのり 富久山卓球クラブ

第２位 橋本　蒼人 郡山ふれあい 第２位 木村　愛音 本宮卓球クラブ

第３位 山田　拓輝 富久山卓球クラブ 第３位 角田　萌夏 富久山卓球クラブ

第３位 瀧田　朝陽 郡山ふれあい 第３位 笹山　琴羽 富久山卓球クラブ

ホープス男子 0 ホープス女子

第１位 本多　大和 本宮卓球クラブ 第１位 佐藤　里楠 富久山卓球クラブ

第２位 兼谷　遥斗 本宮卓球クラブ 第２位 栁沼　夏帆 本宮卓球クラブ

第３位 金田　篤典 富久山卓球クラブ 第３位 福田　紗也 郡山第一卓球クラブ

第３位 橋本　理陽人 郡山ふれあい 第３位 苅宿　結衣 富久山卓球クラブ

中学1年男子 中学1年女子

第１位 片吉　勇 本宮卓球クラブ 第１位 宗像　真桜 富久山卓球クラブ

第２位 池田　悠真 郡山第一卓球クラブ 第２位 深谷　音花 郡山一中

第３位 佐々木　悠 富久山卓球クラブ 第３位 遠藤　真菜 郡山ふれあい

第３位 丸子　広 本宮卓球クラブ 第３位 石川　輝星 郡山ふれあい

中学2年男子 0 中学2年女子

第１位 佐藤　央洋 富久山卓球クラブ 第１位 深谷　菜々美 富久山卓球クラブ

第２位 若松　龍志郎 富久山卓球クラブ 第２位 飯谷　梨央 郡山一中

第３位 遠宮　智保 富久山卓球クラブ 第３位 高橋　美久 富久山卓球クラブ

第３位 岩永　尭久 富久山卓球クラブ 第３位 松本　ふみ 富久山卓球クラブ

令和2年度郡山卓球選手権大会小中学生の部　結果



【バンビ男子】

Aリーグ １ コート 11本3ゲームズマッチ

氏名 所属 原　鳳芽 深谷　統雅 塚田　僚太 平栗　颯人 遠宮　真結 勝敗 順位

1 原　鳳芽 本宮卓球クラブ 2-0 2-0 2-0 2-0 3-0 1

2 深谷　統雅 郡山第一卓球クラブ 0-2 2-0 2-1 2-1 2-1 2

3 塚田　僚太 郡山名倉卓球クラブ 0-2 0-2 2-1 1-2 1-2 3

4 平栗　颯人 富久山卓球クラブ 0-2 0-2 0-2 2-1 0-3 4

5 遠宮　真結 富久山卓球クラブ 0-2 1-2 2-1 1-2 -

Bリーグ 2 コート 11本3ゲームズマッチ

氏名 所属 木村　善 岸本　郷雅 柏　英杜 鈴木　心都 勝敗 順位

1 木村　善 本宮卓球クラブ 2-0 2-0 2-0 2-0 1

2 岸本　郷雅 郡山第一卓球クラブ 0-2 2-0 0-2 1-1 2

3 柏　英杜 郡山名倉卓球クラブ 0-2 0-2 0-2 0-2 3

4 鈴木　心都 郡山第一卓球クラブ 0-2 2-0 2-0 -

11本5ゲームズマッチ

【バンビ女子】 コート 11本5ゲームズマッチ

A1 原　鳳芽 本宮卓球クラブ

B2 岸本　郷雅 郡山第一卓球クラブ

A2

木村　善 本宮卓球クラブ

小学生の部

1 鈴木　心都 郡山第一卓球クラブ

2 遠宮　真結 富久山卓球クラブ

深谷　統雅 郡山第一卓球クラブ

B1

決勝トーナメント（各リーグ2位）

小学生１



【カブ男子】

Aリーグ 3 コート 予選リーグ11本3ゲームズマッチ

氏名 所属 橋本　蒼人 山田　拓輝 石澤　大志　 川崎　緑也 荒木　蒼生 勝敗 順位

1 橋本　蒼人 郡山ふれあい 2-0 2-0 2-0 2-0 4-0 1

2 山田　拓輝 富久山卓球クラブ 0-2 2-0 2-1 2-0 3-1 2

3 石澤　大志　 郡山ふれあい 0-2 0-2 2-0 0-2 1-3 4

4 川崎　緑也 郡山ふれあい 0-2 1-2 0-2 1-2 0-4 5

5 荒木　蒼生 富久山卓球クラブ 0-2 0-2 2-0 2-1 2-2 3

Bリーグ 4 コート

氏名 所属 今野　晴晟 瀧田　朝陽 高橋　歩夢 荒木　貴翔 勝敗 順位

1 今野　晴晟 郡山第一卓球クラブ 2-0 2-0 2-0 3-0 1

2 瀧田　朝陽 郡山ふれあい 0-2 2-0 2-0 2-1 2

3 高橋　歩夢 郡山ふれあい 0-2 0-2 2-0 1-2 3

4 荒木　貴翔 富久山卓球クラブ 0-2 0-2 0-2 0-3 4

11本5ゲームズマッチ

【カブ女子】 5 コート 11本3ゲームズマッチ

氏名 所属 遠宮　みのり 苅宿　未来 木村　愛音 角田　萌夏 笹山　琴羽 勝敗 順位

1 遠宮　みのり 富久山卓球クラブ 2-0 2-0 2-0 2-0 4-0 1

2 苅宿　未来 富久山卓球クラブ 0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 5

3 木村　愛音 本宮卓球クラブ 0-2 2-0 2-0 2-0 3-1 2

4 角田　萌夏 富久山卓球クラブ 0-2 2-0 0-2 2-0 2-2 3

5 笹山　琴羽 富久山卓球クラブ 0-2 2-0 0-2 0-2 1-3 4

A2 山田　拓輝 富久山卓球クラブ

B1 今野　晴晟 郡山第一卓球クラブ

B2 瀧田　朝陽 郡山ふれあい

小学生の部

決勝トーナメント（各リーグ2位）

A1 橋本　蒼人 郡山ふれあい

小学生２



予選リーグ11本3ゲームズマッチ コート

本多　大和 佐々木　遼 小川　翔平 二瓶　陽

本宮卓球クラブ 富久山卓球クラブ 郡山ふれあい 郡山第一卓球クラブ

兼谷　遥斗 遠宮　雄斗 岸本　脩雅 村上　大介

本宮卓球クラブ 富久山卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ 郡山ふれあい

伊藤　魁星 鈴木　喜翔 菊地　瞳輝 片山　海音

富久山卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ 本宮卓球クラブ 郡山ふれあい

金田　篤典 橋本　理陽人 香野　歩夢 高橋　明希

富久山卓球クラブ 郡山ふれあい 郡山第一卓球クラブ 郡山ふれあい

11本5ゲームズマッチ

予選リーグ11本3ゲームズマッチ コート

栁沼　夏帆 秋元　愛美 渡邉　和奏

本宮卓球クラブ 富久山卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ

佐藤　里楠 安斎　萌 菅原　令那

富久山卓球クラブ 本宮卓球クラブ 富久山卓球クラブ

福田　紗也 古川　梨紗 大山　七星 渡邊　楓子

郡山第一卓球クラブ 富久山卓球クラブ 富久山卓球クラブ 郡山名倉卓球クラブ

苅宿　結衣 川﨑　心美 松平　みはね 渡辺　琴華

富久山卓球クラブ 富久山卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ 富久山卓球クラブ

11本5ゲームズマッチ

佐藤　里楠 富久山卓球クラブ

福田　紗也 郡山第一卓球クラブ

川﨑　心美 富久山卓球クラブ

秋元　愛美 富久山卓球クラブ

安斎　萌 本宮卓球クラブ

古川　梨紗 富久山卓球クラブ

苅宿　結衣 富久山卓球クラブ

橋本　理陽人 郡山ふれあい

佐々木　遼 富久山卓球クラブ

兼谷　遥斗 本宮卓球クラブ

片山　海音 郡山ふれあい

金田　篤典 富久山卓球クラブ

伊藤　魁星 富久山卓球クラブ

2 - 1

2 - 2

3 - 2

4 - 1

3 - 1

4 - 2

1 - 2

1 - 1

2 - 1

【ホープス女子】

1 9

2 10

3 9-2

4 10-2

決勝トーナメント（各リーグ１，2位）

栁沼　夏帆 本宮卓球クラブ

1 - 2

3 7

4 8

決勝トーナメント（各リーグ１，2位）

1 - 1

2 - 2

3 - 2

4 - 1

3 - 1

4 - 2

本多　大和 本宮卓球クラブ

遠宮　雄斗 富久山卓球クラブ

小学生の部
【ホープス男子】

1 5

2 6

小学生３



令和2年度郡山選手権

郡山市西部体育館

令和2年11月15日

中学１年男子 予選リーグ11本3ゲームズマッチ コート

片吉　勇 富田　守翔 橋本　明良 鈴木　陽士

本宮卓球クラブ 岩江中 明健中 郡山六中

石澤　優心 池田　蒼來 佐藤　琉真

富田中 郡山五中 郡山一中

伊達　光汰 鷹箸　紘夢 郡司　優太

郡山第一卓球クラブ 緑ケ丘中 郡山四中

物江　優人 髙野　陸 七海　清春

富田中 郡山一中 御舘中

芦　漱太 島田　幸ノ佑 今野　凌希

郡山四中 富田中 郡山第一卓球クラブ

二瓶　庄大 目黒　大翔 大西　隼人

郡山一中 富田中 明健中

須藤　凜人 菊地　純輝 田母神和輝

緑ケ丘中 郡山四中 岩江中

布施　泰地 菊地　悠輝 伊藤　成那

郡山二中 富田中 郡山第一卓球クラブ

佐々木　悠 佐藤　照悟 杉山　心詩朗

富久山卓球クラブ 郡山四中 郡山一中

丸子　広 武田　凌牙 眞船　俊介

本宮卓球クラブ 郡山一中 郡山四中

佐藤　聖矢 田中　尚人 斎藤　慶人

郡山ふれあい 明健中 富田中

草名　木僚 吉田　光健 片寄　陽葵

岩江中 郡山第一卓球クラブ 富田中

赤沼　直哉 渡邉　健太 安藤　悠大

郡山五中 郡山二中 郡山一中

大和田　吏士 塩田　稜太朗 神田　陸希

郡山六中 富田中 明健中

星　　永人 大川　望来 伊藤　悠斗

明健中 郡山六中 郡山四中

宗像　隼士 奥山　泰翔 嶋　承太郎

御舘中 郡山四中 郡山五中

池田　悠真 松本　凌 早坂　塔真 桑名　快人

郡山第一卓球クラブ 緑ケ丘中 富田中 郡山一中

11

2 12

3 13

1

14

5 15

6 16

4

10

8

9

7

トーナメント11本5ゲームズマッチ

16

17

14

15

13

11
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中1男子１



令和2年度郡山選手権

郡山市西部体育館

令和2年11月15日

中学２年男子 予選リーグ11本3ゲームズマッチ コート

佐藤　央洋 吉田　優羽 久田　敢太 伊藤　未羅来

富久山卓球クラブ 郡山一中 郡山六中 富田中

箭内　優斗 武田龍斗 釣巻　悠斗

御舘中 郡山一中 緑ケ丘中

本田　宏範 加藤　　晴 遠藤　正人

岩江中 富田中 三穂田中

鈴木　麟 渡邉　翔太 伊藤　智哉

郡山第一卓球クラブ 郡山一中 明健中

渡邉　和志 三瓶　日向 稲川　稜久

郡山六中 富田中 郡山五中

大内　遥介 吉田　奏斗 大津　颯樹

富久山卓球クラブ 郡山一中 郡山五中

鈴木　裕太 吉田　　蓮 吉田　一輝

郡山一中 岩江中 三穂田中

岩室　陽大 近藤　隼士 大堀　遥矢

富田中 御舘中 富久山卓球クラブ

小野　泰耀 渡辺　吏 山内　哉汰

郡山五中 緑ケ丘中 富田中

吉田　慎吾 市川　優輝 渡邉　友稀

郡山六中 岩江中 郡山一中

遠宮　智保 石原　大暉 河野　航大

富久山卓球クラブ 富田中 郡山一中

若松　龍志郎 熊田　航介 安斎　　陽

富久山卓球クラブ 郡山一中 郡山六中

佐久間　悠樹 伊藤　英刻 大内　蓮

三穂田中 富田中 郡山ふれあい

石井　雅玖斗 伊藤　晃宏 緑川　天滋

明健中 岩江中 緑ケ丘中

松本　莉玖 岩月　大翔 髙橋　梢太

郡山五中 富田中 三穂田中

照井　俊光 小野寺　和希 渡邉　悠大

郡山六中 郡山一中 岩江中

角田　裕哉 髙橋　璃澄 緑川　瑛太

富久山卓球クラブ 富田中 明健中

畠　悠悟 渡邉　瑠斗 横田　瑛大

本宮卓球クラブ 郡山一中 御舘中

大橋　流星 赤沼　恵悟 熊田　大貴

岩江中 富田中 緑ケ丘中

佐藤　航太 菅野　柊雅 菊岡　陽太

郡山一中 郡山六中 郡山第一卓球クラブ

菅野　凌司 中田　樹 影山　風雅

三穂田中 郡山一中 岩江中

渡邉　凌太 田村　レイ 佐藤　琉星

郡山二中 郡山五中 富田中

岩永　尭久 吉成　颯 大島　勇吹

富久山卓球クラブ 郡山一中 三穂田中
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トーナメント11本5ゲームズマッチ
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中２男子１



令和2年度郡山選手権

郡山市西部体育館

令和2年11月15日

中学１年女子 予選リーグ11本3ゲームズマッチ コート

宗像　真桜 長尾　優里奈 富樫　優衣 内山　葡乃香

富久山卓球クラブ 郡山六中 富田中 富田中

清水　桃香 渡辺　茉依 遠宮　もえ

郡山二中 富田中 郡山一中

中村　美海 馬場　彩菜 荒井　夢花

郡山六中 富田中 郡山一中

丹治　明日美 髙橋　ひなの 佐藤　祐莉恵

富田中 郡山六中 郡山二中

遠藤　真菜 間弓　優奈 鈴木　美優

郡山ふれあい 郡山一中 富田中

深谷　音花 降矢　結衣 小林　優心

郡山一中 郡山六中 富田中

瀧田　紗綾 渡邊　紫乃 星　明花

郡山ふれあい 富田中 郡山六中

石川　輝星 石川　陽和 熊田　佳紗音

郡山ふれあい 郡山一中 富田中

齋藤　穂子 菊地　乃愛 大山　愛佳

郡山六中 富田中 富田中

米田　帆華 吉田　莉桜 田代　樹梨

富久山卓球クラブ 郡山六中 富田中
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トーナメント11本5ゲームズマッチ
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中1女子



令和2年度郡山選手権

郡山市西部体育館

令和2年11月15日

中学２年女子 予選リーグ11本3ゲームズマッチ コート

深谷　菜々美 川嶋　千愛 井村　奏穂 岡江　紗知穂

富久山卓球クラブ 郡山一中 富田中 郡山五中

渡辺　愛菜 橋本　葵咲 茂木　さくら

郡山六中 郡山二中 富田中

平　　葵衣 熊田　未来 金子　もも

富田中 三穂田中 郡山一中

松平　真奈 滝沢　倖乃 大野　菜々

郡山一中 富田中 郡山五中

松本　こと 五十嵐　はな 酒井　麻帆

富久山卓球クラブ 富田中 三穂田中

奈須　彩葉 大貫　　桜 森田　遥香

富田中 郡山一中 郡山二中

高橋　美久 西本　夏菜 田川　かえで

富久山卓球クラブ 富田中 富田中

松本　ふみ 宗像　心暖 青木　穂香

富久山卓球クラブ 富田中 三穂田中

渡邊　みなみ 近藤　心寧 葛西　悠香

郡山一中 郡山六中 富田中

阿部　心咲 渡辺　玲華 橋本　瑞季

富田中 富久山卓球クラブ 三穂田中

佐藤　光智瑠 大橋　果恋 佐藤　琴音

郡山一中 富田中 明健中

元井　なつ美 栗原　唯花 小田　あい

富久山卓球クラブ 三穂田中 富田中

日下　未悠 持田　結衣 齋藤　凜

富田中 郡山一中 郡山二中

飯谷　梨央 渡部　花穗 猪爪　陽菜 山口　　星

郡山一中 郡山五中 郡山六中 富田中
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中２女子


