
カデット県中予選

令和元年8月１2日

郡山市西部体育館

男子ダブルス (1)
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ｂｙｅ 43

上島　　葵　　渡邉　凌太 郡山二中 44

片吉　勇　兼谷　遥斗 本宮クラブ 45

橋本　理陽人　橋本　蒼人 郡山ふれあい 40

19 青木優春　渡辺　幌 髙原竜　松本輝 岩江中 41

齋藤　明日磨　影山　萌生 明健中 42守山中

緑ケ丘中

20 横田　大輝　　遠藤　健太

本宮クラブ18 本多　大和　丸子　広

根本　夢翔　鈴木　誠真 郡山六中 37

金田　篤典　伊藤　魁星 富久山クラブ 38

17 七海　天宥　　相楽　　渉 大越　幸太郎　新田　葵生 郡山四中 39郡山一中

ザベリオ中

小原田中

16 佐藤　太慧　　鴫原　幸汰

15 芳賀　凉平　小井土　修平

平栗　謙太　平栗　駿太 富久山クラブ 34

13 大原　壮琉　　髙橋　梢太 上田　　嶺　　中山　海里 郡山一中 35

佐久間　遥人　　蛇石　雅斗 守山中 36郡山ふれあい

三穂田中

11 山田　航成　深谷　俊介　 郡山四中

14 大和田　史士　星　和真

石井　一帆　　柳沼　幸翔 船引中 32

10 齋藤　篤希　三浦　宙斗 郡山六中 遠藤　龍ノ助   相楽　陽斗 大槻中 33

9 熊田　湧介　　鈴木　大暉 守山中

郡山ふれあい 間弓　晴希　　渡邉　和志　 第一クラブ 30

8 本多　　翔　　菅野　州佑 郡山二中 鈴木　裕太　　小野寺　和希 郡山一中 31

佐藤　拓斗　大橋　流星 岩江中 28

6 井出　涼介　　鈴木　貴博 三春中 片山　海音　高橋　明希 郡山ふれあい 29

泉谷　　樹　大沼　倫太郎 郡山四中 26

4 遠藤　優太　　石井　　颯 船引中 伊東　朋冴　大木凜太郎 郡山六中 27

渡部　憶人　荒井　結希 小原田中 24

2 横山　孝寿　本田　圭吾 小原田中 大河原優太　 矢野　克幸　 郡山七中 25

郡山六中23 遠藤　　 駿　三川　春瑠

明健中

22 ｂｙｅ

21 佐久間　勇樹　伊藤　慶喜

決勝

A

A B

12 金田　雅睦　佐々木　悠 富久山クラブ

（県大会出場８組）

1 続橋　秀人　佐藤　央洋 富久山クラブ

片吉　章　本多　泰知 本宮クラブ 推

5 芳賀　恭志郎　　鈴木　孝啓 郡山一中

7 瀧田　朝陽　石澤　大志

3 曽根　優之介　吉田　光健　 第一クラブ

男子ダブルス1



カデット県中予選

令和元年8月１2日

郡山市西部体育館

男子ダブルス (2)

12 18

19
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20
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17 24

岩永　尭久　若松　龍志郎 富久山クラブ 9067 石井　結翔　橋本　空良 郡山六中

栁沼　莉空　鎌田葦瑠真 郡山六中 87

65 中田　　樹　　河野　航大 郡山一中 四條颯斗　瀬尾康弘 緑ケ丘中 88

66 安田　慎一朗　　菅野　凌司 三穂田中

64 横山　元気　新田　悠葵 郡山四中

箭内　優斗　　横田　瑛大 御舘中 89

千葉　勇翔　三瓶　僚久 郡山四中 85

63 水本　悠斗　神田　晴輝 小原田中 佐久間　光琉　　七海　太一 岩江中 86

62 池田　悠真　　鈴木　喜翔 第一クラブ

秋野　陽斗　緑川　昂佑 明健中 83

61 佐久間　海灯　　渡邉　　祐 船引中 菊地　瞳輝　原　鳳芽 本宮クラブ 84

60 濱津　颯楽　　苑田　隼佑 守山中

川崎　櫻也　川崎　緑也 郡山ふれあい 81

59 村上　大介　染谷　真梧 郡山ふれあい 武田　龍斗　　佐藤　航太 郡山一中 82

58 佐藤　成耶　齋藤　陽向 明健中

鈴木　結羽　川名　映万 郡山六中 78

57 角田　裕哉　遠宮　智保 富久山クラブ 佐藤　楓希　丹　郁人 小原田中 80

今泉　 来偉　 　橋元　竣亮 守山中 79

松本　潤　　影山奬

推 鹿俣　葵　石澤　和摩 本宮クラブ

岩江中
B

56

藤本　理孝　馬場　涼太 郡山五中 76

55 渡邉　瑠斗　　関根　健人 郡山一中 佐々木　遼　遠宮　雄斗 富久山クラブ 77

54 森谷　曖稀　　影山　騎士 三春中

鈴木　明日夢　松田　隼人 小原田中 74

53 長崎　翔太　　箭内　柊哉 郡山二中 石澤　優人　物江　優人 郡山ふれあい 75

小田島　奏斗　星　拓真 本宮クラブ 72

51 松本　昴明　鈴木　暉人 郡山六中 佐久間　陣　熊谷　知隼 郡山四中 73

橋本　　聖　　　鈴木　俊介 船引中 68

47 髙田　脩斗　　横田　大智 守山中 西場　元郁　本田　宏範 岩江中 69

市川　林汰朗　鈴木　悠太　 三春中 70

49 佐藤　聖矢　小川　翔平 郡山ふれあい 菊地　周　　安齋　優翔 郡山二中 71

（県大会出場８組）

48 宗像峻也　廣瀬泰雅 緑ケ丘中

46 安斎　倖　畠　悠悟 本宮クラブ

52 今泉　 総司　山田　拓輝 富久山クラブ

50 石井　湧也　　猪俣　淳弥 郡山七中

男子ダブルス２



カデット県中予選

令和元年8月１２日

郡山市西部体育館

女子ダブルス (1)

25 28

26

29

27

18 羽賀　帆夏　　吉川　美南 三春中 福田　紗也　　前田　真凜 第一クラブ 37

19 深谷　音花　　松平　みはね 第一クラブ

16 内山　　椛　関根　みの 郡山七中 森尾　朱里　　　塚田　香帆 郡山三中 35

角田　萌華　渡辺　琴華 富久山クラブ 3617 金子　もも　　　川嶋　千愛 郡山一中

14 佐藤　千夏　　大山　彩水 船引中 中川　実紅　　本田　菜摘 三春中 33

本名　彩姫　遠藤　　華 郡山七中 34

12 橋本　若奈　宗像　希未 小原田中 鈴木　佑菜　　中山　和奏 高瀬中 31

上野　菜緒　遠藤　咲綺 郡山七中 32

10 皆川　怜奈　　吉田　華音 郡山六中 岡崎　衣真　　榎屋　美帆 日和田中 29

伊藤　由衣　佐々木　柚依 小原田中 30

26

8 古籏　千鶴　　　阿部　花梨 郡山三中 菅原　令那　大山　七星 富久山クラブ 27

村上　喜歩子　吉田　颯希 小原田中 28

23

増子　陽菜　加藤つくし 郡山七中 24

6 大越　有純　加藤　咲那 郡山七中 飯谷　梨央　　松平　真奈　　 郡山一中 25

20

2 村上　凜　　　矢吹　心 船引南中 宇内　美愛　　佐藤　夢華 郡山六中 21

島　　聖羅　　島　　桜羅 富田中 22

BA

1 山口　佳央子　宗像　真桜 富久山クラブ

兼谷　彩音　原　夢璃
本宮クラブ
桜の聖母中 推

A

5 五十嵐　花茉　安田　愛理 小原田中

3 遠藤　凛　滝田　美彩輝 高瀬中

9 遠藤　真菜　瀧田　紗綾 郡山ふれあい

7 櫻田　千尋　佐藤　心渚 郡山五中

13 本名　優姫　山下　華怜 郡山七中

（県大会出場８組）

佐藤　里楠　　古川　梨紗 富久山クラブ推

決勝

11 伊藤　彩花　　渡辺　音羽 守山中

15 松本　ふみ　森田　遥香 郡山二中

安斎　萌　木村　愛音 本宮クラブ

4 佐藤　奈緒　中山　妃奈 郡山七中 猪狩　乃々華　　菅野　有芽 ザベリオ中

梅沢　奏心　門脇　夢奈 郡山七中

女子ダブルス１



カデット県中予選

令和元年8月１２日

郡山市西部体育館

女子ダブルス (2)

30 32

31

33

栁沼　夏帆　鍵谷　優妃 本宮クラブ 74

柏原　依吹　　吉田　夏美 船引南中 72

55 秋元　愛美　苅宿　結衣 富久山クラブ 鈴木　夏海　　星　一葉 ザベリオ中 73

54 大原　綾花　　髙橋　　愛 船引中

西牧　春香　吉田　陽遙 小原田中 70

53 本多　恵菜　飯村　美紀 郡山七中 二瓶　結愛　市川　美咲 郡山七中 71

52 村上　陽菜　　伊藤　凛香 日和田中

國分　ひなの　加地　彩乃 郡山三中 68

51 三部　寛奈　　野口　明日香 郡山六中 五十嵐　芭菜　石川　碧海 郡山六中 69

佐久間　　愛　　佐藤　初音 三春中 66

49 宮川　夏未　鈴木　晴佳 郡山七中 川岸　由奈　大久保ゆら 郡山七中 67

三穂田中 淵脇亜優奈　　五十嵐優衣 高瀬中 63

富久山クラブ ｂｙｅ 64

苅宿　未来　遠宮　みのり 富久山クラブ 65

栁沼　怜衣　　三浦　悠愛 守山中 56

39 高橋　乃々華　　長谷川　倖 郡山三中 宇恵野由美子　宇恵野真奈美 小原田中 57

佐藤光智瑠　渡邊みなみ 郡山一中 58

41 齊藤　　凜　 松本　こと 郡山二中 元井　なつ美　橋本　葵咲 郡山二中 59

小幡　莉央　佐藤　未羽 郡山七中 60

渡辺　玲華　高橋　美久

50 栁沼　空花　　根本　幸音　　 三春中

48 川上　羽菜　荒川　美織 緑ケ丘中

47 半澤　美紗　　星　　心菜 富田中

43 佐藤　叶望　　影山　円香 三春中 小野寺　光　渡部　綾乃 郡山七中 61

安藤　美羽　半沢　桜彩 安積中 62

45 青木　穂香　　栗原　唯花

富久山クラブ
郡山第一クラブ

古川　怜娃　米田　帆華推 推

B

推

（県大会出場８組）

富久山クラブ

38 三谷　美月　丹　彩華 小原田中

深谷　菜々美　山内　愛永 富久山クラブ

佐藤　心美　千葉　朱音

42 槌谷　奈桜　阿部菜々子 郡山七中

40 先﨑　莉奈　　橋本　朱叶 郡山六中

44 草野　亜琳　服部　礼愛 郡山七中

46

女子ダブルス２



令和元年度カデット
令和元年８月１２日

郡山市西部体育館

金田　雅睦 栁沼　愛仁 泉谷　　樹
富久山クラブ 大槻中 郡山四中
寺島　柊歩 先﨑　悠杜 関根　健人
郡山六中 小野中 郡山一中
佐藤　亮太 大和田　史士 遠藤　優斗
高瀬中 郡山ふれあい 緑ケ丘中
力丸　稜太 半沢　怜夢 小川　騎士
守山中 郡山七中 安積中
岩室　陽大 橋本　樹 山田　拓輝
富田中 行健中 富久山クラブ
國分　瑞希 黒澤　類 石澤　優心
郡山七中 日和田中 郡山ふれあい
武田　龍斗 渡邉　　祐 菅　悠斗
郡山一中 船引中 緑ケ丘中
石井　雅玖斗 鈴木　喜翔 吉田　　陸
明健中 第一クラブ 守山中
佐藤　伶 佐藤　太慧 三瓶　日向
小野中 ザベリオ中 富田中
松崎　　匡杜 石原　大暉 庄司　悠輝
船引中 富田中 日和田中
渡邉　理空 星　和真 堀之内　暖仁
熱海中 郡山ふれあい 小原田中
大橋　流星 大内　悠輝 釣巻　悠斗
岩江中 郡山六中 緑ケ丘中
栁沼　光希 佐久間　新 五十崎　聖也
守山中 三春中 大槻中
山本　将己 石澤　大志 大津　颯樹
大槻中 郡山ふれあい 郡山五中
鈴木　裕太 新田　悠葵 五十嵐　瑛汰
郡山一中 郡山四中 緑ケ丘中
伊東　凜旺 吉田　慎吾 郡司　千晴
郡山三中 郡山六中 小野中
菅野　凌司 吉田　悠 田中　透羽
三穂田中 明健中 守山中
小室　基 吉田　大河 遠藤　正人
富久山クラブ 小原田中 三穂田中
安齋　　陽 佐藤　祐哉 吉田　優羽
郡山六中 郡山三中 郡山一中
川上　稟斗 染谷　真梧 栁沼　　昊
安積中 郡山ふれあい 明健中
宮内　希恵登 髙橋　瑠澄 渡邉　凌太
小野中 富田中 郡山二中
橋本　蒼人 曽根　優之介 山内　哉汰
郡山ふれあい 第一クラブ 富田中
五十嵐琉偉 小野寺　和希 影山　風雅
郡山七中 郡山一中 岩江中
石井　琉聖 石井　菱人 内藤　春風
守山中 小野中 日和田中
箭内　優斗 根本　颯太 荻野　瑛太
御舘中 滝根中 大槻中
丸子　広 紺野　巧 竹内　駿輔
本宮クラブ 緑ケ丘中 小原田中
加藤　瑞己 増子　健太郎 伊藤　智哉
高瀬中 小野中 明健中
佐藤　聖矢 加藤　　晴 武藤　悠平
郡山ふれあい 富田中 安積中
本多　辰之介 森岡　悠悟 横田　瑛大
守山中 大槻中 御舘中
片山　海音 赤間　素晴 佐藤　琉星
郡山ふれあい 日和田中 富田中
大楽　麗音 松崎　友哉 白岩　直樹
小野中 郡山七中 大越中
三浦　柊明 佐藤　航太 松本　虹輝
三春中 郡山一中 守山中
渡邉　和志 松本　莉玖 佐々木　遼
第一クラブ 郡山五中 富久山クラブ

中学１年以下男子（１）　

県大会１６人(A～P)予選リーグ１１本３ゲームマッチ

F

G

H
31

32

26

27

23

33

29

30

20

21

17

18

14

15

13

１０コート

11 １１コート

12 １２コート

10

７コート

8 ８コート

9 ９コート

7

４コート

5 ５コート

6 ６コート

4

１コート

2 ２コート

3 ３コート

1

A

B

C

D

E

25

28

22

19

16

24

１年男子１



令和元年度カデット
令和元年８月１２日

郡山市西部体育館

遠宮　智保 吉田　侑生 本田　圭吾
富久山クラブ 守山中 小原田中
吉田　奏斗 有沼　陽斗 鈴木　直希
郡山一中 郡山七中 高瀬中
鈴木　麟 小野　泰耀 渡辺　優介
安積中 郡山五中 小野中
佐藤　海斗 久田　敢太 物江　優人
行健中 郡山六中 郡山ふれあい
蒲生　琳久 羽生　陸人 田邉　悠里
滝根中 小野中 緑ケ丘中
横山　元気 緑川　瑛太 川崎　緑也
郡山四中 明健中 郡山ふれあい
入木亮太郎 武田　　光 新田　浩大
郡山七中 守山中 三春中
大和田　修平 橋本　羅央 小澤　　亮介
郡山六中 大槻中 船引中
遠藤　功大 緑川　天滋 大沼　倫太郎
守山中 緑ケ丘中 郡山四中
先﨑　悠悟 伊藤　魁星 大内　蓮
小野中 富久山クラブ 大槻中
高橋　明希 岩月　大翔 村田　煌矢
郡山ふれあい 富田中 三春中
森田　崚太 吉成　　颯 近藤　隼士
小原田中 郡山一中 御舘中
橋本　理陽人 田母神　郁人 石田　有佑人
郡山ふれあい 緑ケ丘中 郡山三中
本田　宏範 鴫原　幸汰 髙倉　楓翔
岩江中 ザベリオ中 郡山七中
加藤　裕真 中田　　樹 大竹　陽達
日和田中 郡山一中 郡山六中
池田　悠真 瀧田　朝陽 七海　奏太
第一クラブ 郡山ふれあい 明健中
佐久間　海灯 伊藤　英刻 今泉　総司
船引中 富田中 富久山クラブ
有賀　和輝 厚美　直太朗 熊田　航介
郡山三中 大槻中 郡山一中
森　　未来 村上　大介 大堀　遥矢
郡山六中 郡山ふれあい 郡山二中
原　鳳芽 今泉　昊士 鈴木　優太
本宮クラブ 三春中 小原田中
長谷川　修己 古川　遙暉 遠藤　佑真
小野中 緑ケ丘中 安積中
横田　塔吾 川崎　櫻也 伊藤　晃宏
郡山七中 郡山ふれあい 岩江中
大越　幸太郎 鈴木　颯人 河野　航大
郡山四中 郡山六中 郡山一中
金田　篤典 佐久間　悠太 伊藤　影虎
富久山クラブ 行健中 明健中
赤沼　恵悟　　 小林　龍生 吾妻　匠
富田中 緑ケ丘中 三春中
髙橋　梢太 田﨑　敬太 柏原　大河
三穂田中 郡山七中 小野中
武田　泰知 國分　大晟 高橋　歩夢
明健中 日和田中 郡山ふれあい
照井　俊光 田村　レイ 稲村　拓斗
郡山六中 郡山五中 守山中
松本　陸玖 新田　葵生 渡邉　瑠斗
大槻中 郡山四中 郡山一中
菅野　柊雅 渡辺　吏 渡辺　広翔
郡山六中 緑ケ丘中 高瀬中
小川　翔平 髙山　遥登 伊藤　未羅来
郡山ふれあい 郡山七中 富田中
佐藤　悠冴 田中　淳司 本田　明希
守山中 熱海中 小野中
角田　裕哉 古内　涼太 吉田　光健
富久山クラブ 小原田中 第一クラブ

中学１年以下男子（２）　

県大会１６人(A～P)予選リーグ１１本３ゲームマッチ

O

P

I

J

K

L

M

N

58

59

60

65

66

61

62

63

64

55

56

57

52

53

54

49

50

51

46

47

48

43

44

45

40

41

42

37

38

39

34

35

36

１年男子２



中学1年以下男子順位トーナメント

P

推薦 本宮クラブ

25

26

推薦 富久山クラブ

O

23

24

畠　悠悟

遠宮　雄斗

M

N

21

22

推薦 富久山クラブ

推薦 富久山クラブ

19

20

岩永　尭久

若松　龍志郎

K

L

17

18

I

J

15

16

推薦 本宮クラブ

推薦 本宮クラブ

13

14

G

H

11

12

兼谷　遥斗

本多　大和

E

F

9

10

推薦 本宮クラブ

推薦 富久山クラブ

7

8

片吉　勇

佐藤　央洋

D

5

6

B

推薦 富久山クラブ

3

4 佐々木　悠

推薦 本宮クラブ

A

1

2

C

菊地　瞳輝

1年男子順位トーナメント



令和元年度カデット

令和元年８月１２日

郡山市西部体育館

三川　春瑠 伊藤　慶喜 小針　章央 上島　　葵
郡山六中 明健中 三春中 郡山二中
相楽　　渉 丹伊田　直人 物井　文哉
郡山一中 大槻中 富田中
星　竜大 西田　明史 佐久間　遥人
安積中 郡山五中 守山中
鈴木　　俊介 松本　連 吉田　　歩
船引中 小野中 高瀬中
丹　郁人 荒川　雄斗 齋藤　祐吾
小原田中 日和田中 郡山三中
鎌田　葦瑠真 山口　大稀 石井　　颯
郡山六中 大越中 船引中
齊藤　善 二瓶　駿介 三瓶　僚久
小野中 富田中 郡山四中
山田孝太郎 髙田　脩斗 山中　一忠
郡山七中 守山中 郡山一中
遠藤　龍ノ助 廣瀬　泰雅 影山　奬
大槻中 緑ケ丘中 岩江中
佐藤　楓希 長谷川　永久 佐藤　拓斗
小原田中 三春中 岩江中
大内　凛人 星　伊吹 古川　丈人
富田中 郡山五中 明健中
宗像　峻也 橋本　隼 樽井　孝太
緑ケ丘中 安積中 船引中
相楽　陽斗 大河原優太 鈴木　結羽
大槻中 郡山七中 郡山六中
佐藤　優光 安齋　優翔 大木凜太郎
三春中 郡山二中 郡山六中
滝田　翔輝 水本　悠斗 星　拓真
高瀬中 小原田中 本宮クラブ
千葉　勇翔 中山　海里 蛇石　雅斗
郡山四中 郡山一中 守山中
平栗　駿太 橋本　琉葉 佐藤　虎太郎
富久山クラブ 郡山三中 安積中
橋元　竣亮 伊藤　響 箭内　柊哉
守山中 大槻中 郡山二中
中村　晃祐 松田　隼人 渡部　純也
安積中 小原田中 郡山五中
山形　知也 佐久間　光琉 会田　太陽
富田中 岩江中 小野中
大原　壮琉 鈴木　誠真 鈴木　悠太
三穂田中 郡山六中 三春中
井出　涼介 山本　健太 櫻下　　陸　
三春中 郡山三中 富田中
鈴木　明日夢 髙森　海斗 阿部　直弥
小原田中 高瀬中 安積中
遠藤　健太 熊谷　楊涼 米倉　基樹
守山中 大越中 郡山一中
松本　昴明 佐久間　陣 齋藤　陽向
郡山六中 郡山四中 明健中
藤本　理孝 猪俣　淳弥 栁沼　雅希
郡山五中 郡山七中 三春中
亀井　瑛生 髙橋　史 福地　　蓮
郡山三中 大槻中 郡山一中
鈴木　暉人 松本　祐寿 瀬尾　康弘
郡山六中 小野中 緑ケ丘中
横田　大輝 志田　央輔 高濱　輝
守山中 富田中 ザベリオ中
橋本　正徳 小野　琥珀 髙原　竜
三春中 富田中 岩江中
影山　萌生 根本　夢翔 野崎　　櫂
明健中 郡山六中 高瀬中
遠藤　央琉 横田　大智 川井　飛芽
安積中 守山中 郡山四中
橋本　　聖 渡邊　鉄馬 今井　颯汰
船引中 小野中 日和田中

中学２年以下男子（１）　

県大会１６人(A～P)予選リーグ１１本３ゲームマッチ

32

26

27

18

20

15

33

29

30

17

12 ２４コート

13

14

２１コート

10 ２２コート

11 ２３コート

A

B

C

D
16

4 １６コート

5 １７コート

6 １８コート

7 １９コート

8 ２０コート

9

1 １３コート

2 １４コート

3 １５コート

E

F

G

H
31

28

25

19

22

21

23

24

２年男子1



令和元年度カデット

令和元年８月１２日

郡山市西部体育館

平栗　謙太 佐久間　唯斗 本多　翔
富久山クラブ 船引中 郡山二中
佐藤　成耶 深谷　俊介 芳見　龍輝
明健中 郡山四中 富田中
栁沼　莉空 長谷川　海斗 七海　太一
郡山六中 小野中 岩江中
石井　湧也 山ノ井　真冬 遠藤　真人
郡山七中 安積中 三春中
青木　優春 鈴木　貴博 川名　映万
緑ケ丘中 三春中 郡山六中
片寄　綾太 榮　　温人 大谷　煌
郡山五中 富田中 大槻中
川村　湊人 柳沼　　幸翔 松岡　凌斗
行健中 船引中 郡山一中
佐久間　勇樹 盛藤　慈隼 吉田　大輝
明健中 郡山三中 小野中
伊東　朋冴 池上　大翔 横山　孝寿
郡山六中 郡山三中 小原田中
遠藤　　優太 髙森　陸斗 井上　心葉
船引中 高瀬中 富田中
濱津　颯楽 長崎　翔太 齋藤　篤希
守山中 郡山二中 郡山六中
日野　颯人 秋野　陽斗 吉田　拓実
安積中 明健中 日和田中
渡辺　幌 石井　　一帆 渡辺　広大
緑ケ丘中 船引中 郡山六中
上田　　嶺 鈴木　大翔 國分　健吾
郡山一中 三穂田中 小野中
外川　遥大 鈴木　大暉 堀田　悠月
郡山五中 守山中 富田中
荒井　結希 西場　元郁 中村　優希
小原田中 岩江中 大槻中
遠藤　　駿 熊谷　知隼 森谷　曖稀
郡山六中 郡山四中 三春中
遠藤　光 緑川　昂佑 佐藤　琉真
安積中 明健中 郡山七中
七海　天宥 小田島　奏斗 熊田　湧介
郡山一中 本宮クラブ 守山中
松本　潤 石井　拓也 芳賀　凉平
岩江中 富田中 小原田中
阿部　晏士 齋藤　琉希 野崎　琉玖
高瀬中 大槻中 緑ケ丘中
芳賀　恭志郎 栁内　快斗 佐藤　　暉
郡山一中 日和田中 船引中
菊地　　周 橋本　空良 小井土　修平
郡山二中 郡山六中 小原田中
馬場　涼太 中川　隼太朗 小松  澪於
郡山五中 郡山三中 大越中
石井　結翔 神田　晴輝 菅野　州佑
郡山六中 小原田中 郡山二中
宗形　拓海 正直　大和 矢野　克幸
大槻中 安積中 郡山七中
笹田　都亜 安田　慎一朗 松﨑　　空
富田中 三穂田中 船引中
齋藤　明日磨 四條　颯斗 鈴木　孝啓
明健中 緑ケ丘中 郡山一中
松本　輝 佐久間　竜樹 金田　朋樹
岩江中 小野中 郡山一中
渡部　憶人 小林　　斗和 間弓　晴希
小原田中 船引中 郡山第一クラブ
天井　優真 影山　騎士 染谷　誠太
富田中 三春中 大槻中
山田　航成 伊勢　野輝 三浦　宙斗
郡山四中 安積中 郡山六中
安斎　倖 磯海　瑛斗 苑田　隼佑 本多　陸
本宮クラブ 高瀬中 守山中 郡山三中

P

65

中学２年以下男子（２）　

県大会１６人(A～P)予選リーグ１１本３ゲームマッチ

58

59
O

60

57

M
52

66

61

62

63

64

53

54

55
N

56

49

50

51

47
L

48

K
44

46

J
40

41

45

42

43

37

38

39

34

35
I

36

２年男子２



カデット県中予選

令和元年8月12日

郡山市西部体育館

c

e

a b

d

f

３位・４位決定決定戦

５位・６位決定戦

７位・８位決定戦

中学２年以下男子順位決定戦

今泉  来偉　　 守山中 推６

B

A

I

J

D K

C

L

本宮クラブ推４ 石澤　和磨

富久山クラブ推１ 続橋　秀人

E 滝沢倖也 郡山第一クラブ

F

H

G

本宮クラブ推５ 片吉　章 P

本多　泰知 本宮クラブ 推７

鹿俣　葵 本宮クラブ 推３

O

N

推２

M

a

b

c

d

e

f

a

b



令和年度カデット

令和元年８月１２日

郡山市西部体育館

古川　梨紗 佐藤　美乃里 大久保ゆら 天野　心愛

富久山クラブ 日和田中 郡山七中 守山中

渡部　花穗 梅沢　奏心 笠間　明日香

郡山五中 郡山七中 緑ケ丘中

荒木　陽向 西本　夏菜 大貫　桜

大槻中 富田中 郡山一中

市川　美咲 滝田　美彩輝 村上　凜

郡山七中 高瀬中 船引南中

鹿又　紗弥子 一条　彩寧 坂口　まりい

船引中 郡山三中 行健中

本名　彩姫 中嶋　由奈 佐藤　光智瑠

郡山七中 郡山五中 郡山一中

宗像　珠稀子 松﨑　帆伽 門脇　夢奈

三春中 緑ケ丘中 郡山七中

小田　あい 小山　心愛 増子　歩華

富田中 大槻中 郡山三中

柳沼　愛唯 鹿又　由菜 菅原　令那

緑ケ丘中 船引中 富久山クラブ

植田　夢叶 木村　愛音 山下　華怜

高瀬中 本宮クラブ 郡山七中

根本　美玖 橋本　若奈 橋本　葵咲

守山中 小原田中 郡山二中

深谷　音花 渡邊　みなみ 薄井　芽依

郡山第一クラブ 郡山一中 守山中

山根　美穂 元井　なつ美 鈴木　晴佳

高瀬中 郡山二中 郡山七中

隂山　莉帆 五十嵐　はな 荒田　　里

緑ケ丘中 富田中 三春中

松波　志奈 本多　恵菜 宗像　真冴

大槻中 郡山七中 郡山五中

平　　葵衣 橋本　瑞季 佐藤　暖花

富田中 三穂田中 船引中

苅宿　未来 髙宮　紗季 浅野　怜依奈

富久山クラブ 郡山六中 郡山三中

柏原　依吹 渡邉　和奏 平林　彩葉

船引南中 郡山第一クラブ 船引中

岡江　紗知穂 高橋　美久 服部　礼愛

郡山五中 富久山クラブ 郡山七中

渡辺　愛菜 高田　樫葉 奈須　彩葉

郡山六中 大槻中 富田中

五十嵐　愛莉 宮川　夏未 横山　康穂

高瀬中 郡山七中 ザベリオ中

飯谷　梨央 川上　羽菜 葛西　悠香

郡山一中 緑ケ丘中 富田中

遠藤　真菜 三本松未来 宇恵野真奈美

郡山ふれあい 守山中 小原田中

21

中学１年以下女子（１）　

県大会１６人(A～P)予選リーグ１１本３ゲームマッチ

18

19

20

15

16

17

E

F

G

H

A

B

C

D

２５コート

２６コート

２７コート

２８コート

２９コート

３０コート

３１コート

３２コート

22

23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1年女子1



令和年度カデット

令和元年８月１２日

郡山市西部体育館

安斎　萌 森田　遥香 草野　美里

本宮クラブ 郡山二中 船引南中

阿部　心咲 角田　萌華 堀田　菜未

富田中 富久山クラブ 郡山六中

二瓶　結愛 渡邉　渚奈 町田　奈都美

郡山七中 船引中 大槻中

井村　奏穂 三瓶　真侑 阿部　花楓

富田中 守山中 緑ケ丘中

宗像　希未 遠藤　　凛 飯村　美紀

小原田中 高瀬中 郡山七中

渡辺　玲華 星　一葉 大原　麻桜

富久山クラブ ザベリオ中 郡山三中

遠宮　みのり 佐藤　澪那 永井　玲那

富久山クラブ 郡山六中 守山中

本名　優姫 齋藤　　凜 吉田　愛菜

郡山七中 郡山二中 高瀬中

茂木　さくら 松平　みはね 浜谷　葵咲

富田中 郡山第一クラブ 郡山五中

荒川　美織 遠藤　　華 箭内　千秋

緑ケ丘中 郡山七中 船引中

先崎　ひとみ 宗像　心暖 舛本　七海

滝根中 富田中 大槻中

添田　愛 大山　七星　 持田　結衣

熱海中 富久山クラブ 郡山一中

瀧田　紗綾 御代田　優花 三田　萌叶

郡山ふれあい 守山中 郡山六中

内山　　椛 松本　ふみ 渡辺　琴華

郡山七中 郡山二中 富久山クラブ

石井　優凪 宮澤　佳子 滝沢　倖乃

船引中 日和田中 富田中

加賀　優愛 川岸　由奈 穴澤　季歩

大槻中 郡山七中 郡山五中

田川　かえで 佐々木　柚依 坂田　七美

富田中 小原田中 高瀬中

鍵谷　優妃 箭内　莉奈 鈴木 輝愛娃

本宮クラブ 郡山三中 熱海中

伊藤　由衣 松平　真奈 松本　こと

小原田中 郡山一中 郡山二中

渡邉　真優 関根　みの

緑ケ丘中 郡山七中 守山中

大橋　果恋 遠藤　　結 遠藤　咲空

富田中 高瀬中 三春中

大野　菜々 草野　亜琳 緒方　里恋

郡山五中 郡山七中 緑ケ丘中

日下　未悠 吉田　夏美 竹村　萌衣

富田中 船引南中 大槻中

秋元　愛美 池田　麻優 佐藤　琴音 髙橋　春花

富久山クラブ 郡山三中 明健中 船引中

中学１年以下女子（２）　

県大会１６人(A～P)予選リーグ１１本３ゲームマッチ

P
47

44

45

46

N
41

42
O

43

38

39

40

L
35

36
M

37

32

33

34

J
29

30
K

31

26

27

28

24
I

25

1年女子２



中学1年以下女子順位トーナメント

25 P

26 推薦 福田　紗也 郡山第一クラブ

24 O

22 N

山内　愛永

米田　帆華

富久山クラブ

富久山クラブ

4

6 D

7

C

推薦

5

推薦

13

14

15

18

J

推薦

推薦

L

E

A

本宮クラブ1 推薦 栁沼　夏帆

B

2

3

前田　真凜 郡山第一クラブ

宗像　真桜

苅宿　結衣

19 推薦

20

21

推薦 佐藤　里楠 富久山クラブ

M

富久山クラブ

11

16

17 K

I

10

12

深谷　菜々美

8 推薦

富久山クラブ

9

富久山クラブ

F

H

G

1年女子順位トーナメント



令和元年度カデット

令和元年８月１２日

郡山西部体育館

佐久間　愛 橋本　真歩 菊地　陽菜乃 伊藤　凛香

三春中 船引南中 安積中 日和田中

小幡　莉央 髙橋　愛 先﨑　莉奈

郡山七中 船引中 郡山六中

三浦　悠愛 安田　愛理 佐藤　央

守山中 小原田中 郡山三中

宗形　美兎 阿部菜々子 中川　実紅

高瀬中 郡山七中 三春中

半澤　美紗 加地　彩乃 照井　美羽

富田中 郡山三中 行健中

中山　和奏 猪狩　乃々華 羽賀　帆夏

高瀬中 ザベリオ中 三春中

丹　彩華 天野　優奈 髙田　奈菜

小原田中 日和田中 郡山六中

小嶋　三貴 増子　陽菜 島　　聖羅

大槻中 郡山七中 富田中

野口　明日香 西牧　春香 中川　朋香

郡山六中 小原田中 郡山五中

三谷　美月 塚田　香帆 橋本　ちあき

小原田中 郡山三中 日和田中

遠藤　咲綺 佐藤　叶望 松本　瑠璃

郡山七中 三春中 船引中

遠藤　芳純 加藤つくし 渡部　　陽

富田中 郡山七中 郡山一中

佐藤　千夏 熊田　怜華 宇内　美愛

船引中 大槻中 郡山六中

五十嵐　芭菜 森尾　朱里 安藤　美羽

郡山六中 郡山三中 安積中

二瓶　柚乃 渡部　綾乃 三輪　ひなの

富田中 郡山七中 船引南中

加藤　咲那 淵脇　亜優奈 橋本　朱叶

郡山七中 高瀬中 郡山六中

高橋　乃々華 影山　円香 宇恵野由美子

郡山三中 三春中 小原田中

鈴木　佑菜 渡辺　音羽 村上　陽菜

高瀬中 守山中 日和田中

中学２年以下女子（１）　

県大会１６人(A～P)予選リーグ１１本３ゲームマッチ

F

G

H

A

B

C

D

E

16

17

18

13

14

15

10

11

12

３９コート

8 ４０コート

9

7

３６コート

5 ３７コート

6 ３８コート

4

３３コート

2 ３４コート

3 ３５コート

1

２年女子1



令和元年度カデット

令和元年８月１２日

郡山西部体育館

村上　喜歩子 半沢　桜彩 星　　心菜

小原田中 安積中 富田中

三部　寛奈 古籏　千鶴 中山　妃奈

郡山六中 郡山三中 郡山七中

本田　菜摘 大山　彩水 五十嵐　花茉

三春中 船引中 小原田中

阿部　花梨 橋本　夏帆 槌谷　奈桜

郡山三中 船引南中 郡山七中

岡崎　衣真 佐藤　心渚 磯海　亜美

日和田中 郡山五中 高瀬中

栁沼　怜衣 榎屋　美帆 小林　花心

守山中 日和田中 小原田中

鈴木　夏海 石川　碧海 佐藤　奈緒

ザベリオ中 郡山六中 郡山七中

上野　菜緒 根本　幸音 宗形　実佳

郡山七中 三春中 行健中

皆川　怜奈 鎌田　美桜 坂本　美結

郡山六中 富田中 大槻中

吉田　颯希 伊藤　彩花 佐藤　夢華

小原田中 守山中 郡山六中

五十嵐　優衣 栁沼　空花 鈴木　雪花

高瀬中 三春中 日和田中

大越　有純 新田　倖奈 古川　優羽

郡山七中 船引南中 小原田中

佐藤　初音 菅野　有芽 近内　　瑛

三春中 ザベリオ中 富田中

小野寺　光 布沢　煌莉 大原　綾花

郡山七中 高瀬中 船引中

國分　ひなの 櫻田　千尋 島　　桜羅

郡山三中 郡山五中 富田中

佐藤　未羽 吉田　華音 長谷川　倖

郡山七中 郡山六中 郡山三中

立花　優海 吉田　陽遙 吉川　美南

大槻中 小原田中 三春中

菅野　明里 明石　ゆりな 原田　梨沙

富田中 日和田中 安積中

中学２年以下女子（２）　

県大会１６人(A～P)予選リーグ１１本３ゲームマッチ

34

35
P

36

30
N

31

32
O

33

26
L

27

28
M

29

22
J

23

24
K

25

21

19
I

20

２年女子1



22 P

20 N

21 O

18 推薦 千葉　珠音 郡山第一クラブ

19 M

15 K

16 L

13 I

14 J

11 推薦 兼谷　彩音 本宮クラブ

12 推薦 佐藤　心美 富久山クラブ

9 G

10 H

7 E

8 F

4 D

5 推薦 山口　佳央子 富久山クラブ

２年以下女子順位トーナメント

1 A

6 推薦 古川　怜娃 富久山クラブ

17 推薦

2 B

真壁　美澪 緑ケ丘中

3 C

２年女子順位トーナメント


