
日　時： 令和３年1月１１日(月） 主　催　：　福島県卓球協会

会　場： 本宮市総合体育館 主　管　：　県中支部卓球協会

参加者数 男子： 92 女子： 75 合計： 167

名前 所属 名前 所属 名前 所属

１組 兼谷　遥斗 本宮卓球クラブ 金田　篤典 富久山卓球クラブ 佐藤　初興 あゆりジュニア

２組 向尾　幸村 あゆりジュニア 岩本　真爾 喜多方卓球ランド 栗崎　叶羽椰 あゆりジュニア

３組 大沼　裕貴 あゆりジュニア 菊地　瞳輝 本宮卓球クラブ 森田倖生 大沼ジュニア

４組 齋藤　佑馬 セブンクラブ 佐藤　史弥 蓬莱ＴＴＣ 橋本　蒼人 郡山ふれあい

５組 岩月　健悟 Mac's 鈴木　海渡 いわき卓球 下平　太司 二本松卓球クラブ

６組 長郷　大樹 いわき卓球 山口　雄輝 いわき卓球 小檜山太陽 喜多方卓球ランド

７組 芳賀　永悟 いわき卓球 渡部　柊真 城北ＴＴＣ 野内　曖希 二本松卓球クラブ

８組 岸本　脩雅 郡山第一卓球クラブ 二瓶　大輝 いわき卓球 鈴木　優心 城北ＴＴＣ

９組 武藤　日路 喜多方卓球ランド 渡辺　勝平 Ｔ．Ｃ赤井沢 荒木　蒼生 富久山卓球クラブ

１０組 今福　結心 Ｔ．Ｃ赤井沢 中野西　健斗 あゆりジュニア 深谷　統雅 郡山第一卓球クラブ

１１組 大関　泰知 喜多方卓球ランド 村岡　卓真 Ｔ．Ｃ赤井沢 高橋　拓己 郡山第一卓球クラブ

名前 所属 名前 所属 名前 所属

１組 栁沼　夏帆 本宮卓球クラブ 佐藤　里楠 富久山卓球クラブ 古川　梨紗 富久山卓球クラブ

２組 小檜山芽生 喜多方卓球ランド 苅宿　結衣 富久山卓球クラブ 山岸　百華 みなみクラブ

３組 生江　未来 喜多方卓球ランド 小倉　正恵 Team SANKYO 柳内　虹空 いわき卓球

４組 向尾　美桜 あゆりジュニア 藤成陽向 大沼ジュニア 小林　明生 四倉卓球クラブ

５組 福島　実夢 卓自会 蛯名はるひ ダイシンクラブ 小鍜治柚衣 勿来卓球クラブ

６組 阿部　百々花 BRAVE★STARS 村上瑠空 大沼ジュニア 菅原　令那 富久山卓球クラブ

７組 藤田　梨月 白河中央キッズ 菅家　理恵 いわき卓球 佐藤　実菜美 二本松卓球クラブ

８組 倉富　累 いわき卓球 川﨑　心美 いわき卓球 鈴木　陽菜香 四倉卓球クラブ

９組 藤成優杏 大沼ジュニア 金澤　　杏 中島スポーツ少年団 湯田　音色 Mac's

１０組 新妻　由萌 Team SANKYO 小澤　奈桜 本宮卓球クラブ 佐藤　羽潤 四倉卓球クラブ

令和２年度第４回福島県小学生強化リーグ卓球大会成績表

男　子
１位 ２位 ３位

１位 ２位 ３位
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No. 氏名 所属 メモ 学年 No. 氏名 所属 メモ 学年
1組-1 兼谷　遥斗 本宮卓球クラブ 県中 小6 66 鈴木　悠斗 須賀川市卓球スポーツ少年団 県南 小6
1組-２ 金田　篤典 富久山卓球クラブ 県中 小6 67 島貫　裕之 チームＡ．Ｔ．Ｃ 県北 小3
1組-3 佐藤　初興 あゆりジュニア 県南 小6 68 今福　結心 Ｔ．Ｃ赤井沢 県北 小5
1組-4 本多　大和 本宮卓球クラブ 県中 小6 69 長郷　樹 いわき卓球 いわき 小2
1組-5 金田　光織 チームＡＴＣ 県北 小6 70 中野西　健斗 あゆりジュニア 県南 小5
1組-6 橋本　理陽人 郡山ふれあい 県中 小6 71 深谷　統雅 郡山第一卓球クラブ 県中 小1
1組-7 齋藤　忠寿 蓬莱ＴＴＣ 県北 小6 72 森田泰匡 大沼ジュニア 県南 小3
1組-8 村椿　凌 喜多方卓球ランド 会津 小6 73 渡部　榮真 城北ＴＴＣ 会津 小3
2組-1 向尾　幸村 あゆりジュニア 県南 小4 74 鈴木　誠矢 蓬莱ＴＴＣ 県北 小2
2組-2 岩本　真爾 喜多方卓球ランド 会津 小5 75 小野　航平 チームＡ．Ｔ．Ｃ 県北 小5
2組-3 栗崎　叶羽椰 あゆりジュニア 県南 小5 76 末永悠悟 勿来卓球クラブ いわき 小2
2組-4 伊藤　魁星 富久山卓球クラブ 県中 小5 77 大関　泰知 喜多方卓球ランド 会津 小4
2組-5 正木秀阿 勿来卓球クラブ いわき 小5 78 塚田　僚汰 郡山第一卓球クラブ 県中 小2
2組-6 酒井　皐 あゆりジュニア 県南 小4 79 村岡　卓真 Ｔ．Ｃ赤井沢 県北 小4
2組-7 遠宮　雄斗 富久山卓球クラブ 県中 小5 80 高橋　拓己 郡山第一卓球クラブ 県中 小5
2組-8 菅野　遥太 チームＡＴＣ 県北 小5 81 小川　春輝 Ｔ．Ｃ赤井沢 県北 小4
17 大沼　裕貴 あゆりジュニア 県南 小6 82 今野　陽斗 平野卓球スポ少 県北 小1
18 菊地　瞳輝 本宮卓球クラブ 県中 小5 83 岸本　郷雅 郡山第一卓球クラブ 県中 小1
19 森田倖生 大沼ジュニア 県南 小6 84 平栗　颯人 富久山卓球クラブ 県中 小1
20 佐々木　遼 富久山卓球クラブ 県中 小5 85 柏　英杜 郡山名倉卓球クラブ 県中 小2
21 鈴木　眞介 いわき卓球 いわき 小6 86 大越　璃空 いわき卓球 いわき 小6
22 齋藤　佑馬 セブンクラブ 相双 小6 87 鈴木　智仁 Team SANKYO いわき 小6
23 佐藤　史弥 蓬莱ＴＴＣ 県北 小6 88 小澤　佑眞 本宮卓球クラブ 県中 小1
24 橋本　蒼人 郡山ふれあい 県中 小4 89 高橋　佑輔 平野卓球スポ少 県北 小6
25 櫻井　鳳雅 みなみクラブ 県北 小6 90 中島　元太 平野卓球スポ少 県北 小1
26 佐藤　愁斗 みなみクラブ 県北 小5 91 廣野　創大 Ｔ．Ｃ赤井沢 県北 小4
27 後藤　旭陽 蓬莱ＴＴＣ 県北 小6 92 鈴木　悠生 Team SANKYO いわき 小4
28 岩月　健悟 Mac's 会津 小6 93
29 佐藤　優介 セブンクラブ 相双 小6 94
30 相原光希 勿来卓球クラブ いわき 小3 95
31 鈴木　海渡 いわき卓球 いわき 小6 96
32 下平　太司 二本松卓球クラブ 県北 小6 97
33 小菅　総司 喜多方卓球ランド 会津 小3 98
34 丹野　偲月 Ｔ．Ｃ赤井沢 県北 小5 99
35 原　鳳芽 本宮卓球クラブ 県中 小2 100
36 長郷　大樹 いわき卓球 いわき 小6 101
37 吉田琉稀 大沼ジュニア 県南 小5 102
38 深谷　琉衣 あゆりジュニア 県南 小5 103
39 山口　雄輝 いわき卓球 いわき 小5 104
40 小檜山太陽 喜多方卓球ランド 会津 小3 105
41 小鍜治暖 勿来卓球クラブ いわき 小6 106
42 齋藤　忠文 蓬莱ＴＴＣ 県北 小2 107
43 横山　実 セブンクラブ 相双 小6 108
44 芳賀　永悟 いわき卓球 いわき 小6 109
45 宮崎遼太郎 須賀川市卓球スポーツ少年団 県南 小6 110
46 小手森　駿 平野卓球スポ少 県北 小6 111
47 渡部　柊真 城北ＴＴＣ 会津 小5 112
48 野内　曖希 二本松卓球クラブ 県北 小6 113
49 小鍜治蒼汰 勿来卓球クラブ いわき 小3 114
50 木村　善 本宮卓球クラブ 県中 小2 115
51 柳沼　康太 あゆりジュニア 県南 小5 116
52 岸本　脩雅 郡山第一卓球クラブ 県中 小6 117
53 小林　壮太 いわき卓球 いわき 小6 118
54 山田　拓輝 富久山卓球クラブ 県中 小3 119
55 二瓶　大輝 いわき卓球 いわき 小5 120
56 鈴木　優心 城北ＴＴＣ 会津 小6 121
57 香野　歩夢 郡山第一卓球クラブ 県中 小5 122
58 矢部　敬太 喜多方卓球ランド 会津 小3 123
59 久保　拓登 いわき卓球 いわき 小4 124
60 武藤　日路 喜多方卓球ランド 会津 小5 125
61 岩月　優弥 Mac's 会津 小4 126
62 関根　颯音 須賀川市卓球スポーツ少年団 県南 小6 127
63 渡辺　勝平 Ｔ．Ｃ赤井沢 県北 小4 128
64 荒木　蒼生 富久山卓球クラブ 県中 小3 129
65 荒木　貴翔 富久山卓球クラブ 県中 小4 130

令和２年度第４回福島県小学生強化ﾘｰｸﾞ卓球大会（男子）ﾗﾝｸ
※１組・２組は選考会としたため各組での順位になります 令和３年1月１１日(月)本宮市総合体育館



No. 氏名 所属 メモ 学年 No. 氏名 所属 メモ 学年

1組-1 栁沼　夏帆 本宮卓球クラブ 県中 小6 56 鈴木　陽菜香 四倉卓球クラブ いわき 小5
1組-２ 佐藤　里楠 富久山卓球クラブ 県中 小6 57 長久保汐李 大沼ジュニア 県南 小6
1組-3 古川　梨紗 富久山卓球クラブ 県中 小6 58 矢部　雅奈 喜多方卓球ランド 会津 小2
1組-4 佐藤　優奈 いわき卓球 いわき 小6 59 鈴木　心都 郡山第一卓球クラブ 県中 小1
1組-5 秋元　愛美 富久山卓球クラブ 県中 小6 60 藤成優杏 大沼ジュニア 県南 小4
1組-6 齋藤ルイ 勿来卓球クラブ いわき 小6 61 雨谷莉央 しらさかクラブ 県南 小6
1組-7 小菅　ねね 喜多方卓球ランド 会津 小6 62 金澤　　杏 中島スポーツ少年団 県南 小3
1組-8 川﨑　心美　 富久山卓球クラブ 県中 小6 63 湯田　音色 Mac's 会津 小3
2組-1 小檜山芽生 喜多方卓球ランド 会津 小5 64 星　心花 しらさかクラブ 県南 小6
2組-2 苅宿　結衣 富久山卓球クラブ 県中 小5 65 渡辺　美花 Ｔ．Ｃ赤井沢 県北 小6
2組-3 山岸　百華 みなみクラブ 県北 小5 66 安田　ここみ 二本松卓球クラブ 県北 小6
2組-4 福田　紗也 郡山第一クラブ 県中 小5 67 新妻　由萌 Team SANKYO いわき 小2
2組-5 見城　柚妃 いわき卓球 いわき 小5 68 小林　育実 四倉卓球クラブ いわき 小1
2組-6 見城　月菜 いわき卓球 いわき 小3 69 小澤　奈桜 本宮卓球クラブ 県中 小4
2組-7 安斎　萌 本宮卓球クラブ 県中 小5 70 池島　怜奈 須賀川市卓球スポーツ少年団 県南 小5
2組-8 矢部　莉央 喜多方卓球ランド 会津 小4 71 鈴木　愛莉 中島スポーツ少年団 県南 小3
17 生江　未来 喜多方卓球ランド 会津 小6 72 星　心実 しらさかクラブ 県南 小3
18 小倉　正恵 Team SANKYO いわき 小6 73 佐藤　羽潤 四倉卓球クラブ いわき 小1
19 柳内　虹空 いわき卓球 いわき 小6 74 遠宮　真結 富久山卓球クラブ 県中 幼
20 松平　みはね 郡山第一クラブ 県中 小6 75 小林　美怜 第三クラブ 県北 小4
21 渡邉　和奏 郡山第一クラブ 県中 小6 76
22 向尾　美桜 あゆりジュニア 県南 小6 77
23 藤成陽向 大沼ジュニア 県南 小5 78
24 小林　明生 四倉卓球クラブ いわき 小6 79
25 三瓶美咲 勿来卓球クラブ いわき 小2 80
26 遠宮　みのり 富久山卓球クラブ 県中 小3 81
27 橋本　亜美 Ｔ．Ｃ赤井沢 県北 小6 82
28 福島　実夢 卓自会 県北 小6 83
29 佐藤　世菜 Ｔ．Ｃ赤井沢 県北 小6 84
30 大塚　愛莉 喜多方卓球ランド 会津 小6 85
31 蛯名はるひ ダイシンクラブ いわき 小6 86
32 小鍜治柚衣 勿来卓球クラブ いわき 小5 87
33 木村　愛音 本宮卓球クラブ 県中 小3 88
34 佐藤　美羽 四倉卓球クラブ いわき 小4 89
35 苅宿　未来 富久山卓球クラブ 県中 小3 90
36 阿部　百々花 BRAVE★STARS 相双 小5 91
37 笹山　琴羽 富久山卓球クラブ 県中 小3 92
38 大山　七聖 富久山卓球クラブ 県中 小5 93
39 村上瑠空 大沼ジュニア 県南 小5 94
40 菅原　令那 富久山卓球クラブ 県中 小5 95
41 小林花奈美 須賀川市卓球スポーツ少年団 県南 小6 96
42 角田　凛 あゆりジュニア 県南 小5 97
43 鈴木　心絆 あゆりジュニア 県南 小4 98
44 島貫　恵梨 チームＡ．Ｔ．Ｃ 県北 小6 99
45 藤田　梨月 白河中央キッズ 県南 小4 100
46 荻野　姫来 二本松卓球クラブ 県北 小5 101
47 鈴木　玖萊蘭 中島スポーツ少年団 県南 小6 102
48 菅家　理恵 いわき卓球 いわき 小6 103
49 佐藤　実菜美 二本松卓球クラブ 県北 小6 104
50 伊藤　舞 いわき卓球 いわき 小6 105
51 角田　萌夏 富久山卓球クラブ 県中 小4 106
52 箱崎　莉音 いわき卓球 いわき 小6 107
53 倉富　累 いわき卓球 いわき 小4 108
54 渡邊　楓子 郡山名倉卓球クラブ 県中 小5 109
55 川﨑　心美 いわき卓球 いわき 小3 110
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