
第50回中通り卓球選手権

平成３1年１月12日

郡山市西部体育館

一般男子シングルス (1)

柏谷　潔 本宮クラブ

佐藤　光 帝京安積高 35

A

柳沼　勇太 日大東北高 32

遠藤　駿介 郡山ふれあい 30

五月女　忠洋 郡山市役所 27

大槻　滉太 橘高校 28

伊藤　成海 尚志高 31

33

34

12

渡邉　響貴 本宮高

佐久間　祐　希 郡山北工 29

8 吉田　滉 安積高 古河　一輝 K・CONNET 25

米川　由祐

郡山北工 21

5 久保　修司 郡山市役所 伊藤　光一 郡山商業高 22

2

鹿俣　蓮

郡山北工 ｂｙｅ 19

3 酒井　智哉 日大東北高 20

D

C

B

A

17 続橋　賢人 富久山卓球クラブ ｂｙｅ

16 今泉　和哉 日大東北高 宍戸　琢海 福島工高

15 柳沼　賢太 尚志高

13 石井　佑門 LLC

14 鈴木　大雅 安積高

11 髙橋　颯希 二本松卓球クラブ

10 橋本　敦弘 あさか開成高

9 齊藤　航起 郡山北工 前田　 峻 セントラル卓研 26

齋藤　大翔 日大東北高 23

加藤　昴 TEAM　PP 24

4 石井　裕人 日大東北高

7 上石　礼門 郡山ふれあい

6 霜山　優希 橘高校

1 岩永　宜久 帝京安積高 滝沢　侑大 安積高 18

一般男子シングルス１



第50回中通り卓球選手権

平成３1年１月12日

郡山市西部体育館

一般男子シングルス (2)

穐山　太亮 橘高校 65

51 赤間　創太 安積高 塚野　優希 あさか開成高 69

古川　晴規 日大東北高 66

49 後藤　健太 日大東北高 梅木　大智 きらり川南SC 67

43 瀬戸　泰治郎 福島成蹊高 原　愛生斗 本宮クラブ 61

39 加藤　純一 セントラル卓研 菊地　優希 日大東北高 57

53 荒木  孝延 FREEDOM

52 ｂｙｅ 加藤　大晟 帝京安積高 70

50 桜井　隆 郡山ふれあい 茂木　飛鷹 福島工高 68

景山　和真 郡山北工

48 赤城　智翼 福島工高

47 角田　文孝 あさかのクラブ

横田　将人 K.T.T.F 63

鈴村　光伸 TEAM　PP 64

44 高玉　秀一 K・CONNET 椎根　孝輔 郡山北工 62
B

46 大場　史久 橘高校

45

42 藏野　駆 日大東北高

41 阿久津　宅志 郡山市役所

40 丹羽　悠樹 尚志高 武部　優一 郡山北工 58

横田　哲志 安積高 59

柏木　秀夫 郡山市役所 60

片桐　貴洋 セントラル卓研

55大和田　怜央 郡山商業高

56

36 塩田　礼文 帝京安積高 下野　靖夫 GLORY 54

38 小松　祐摩 郡山北工

37 安齋　暖 本宮高

一般男子シングルス２



第50回中通り卓球選手権

平成３1年１月12日

郡山市西部体育館

一般男子シングルス (3)

佐藤　匠海 富久山卓球クラブ 105

C

82 飛田　直幸 郡山ふれあい 遠藤　大輝 日大東北高 99

78 森　瑛大 福島成蹊高 村松　正紀 K・CONNET 95

84 西川　史人 TEAM　PP

79 齋藤　雄紀 郡山市役所

加藤　　星87 緑川　斐士 日大東北高

85 穐月　悠央 本宮高 郡山市役所 102

郡山北工 10386 佐藤　翼　 福島工高 德田　蒼大

橘高校 104

岩谷　大和

セントラル卓研

83 増子　雄太 郡山北工

佐藤　栄司 GLORY 97

渡辺颯太 あさか開成高 98

樋口  裕 FREEDOM 101

橋本　吏玖 郡山商業高 100

酒井　達也 福島工高 96

81 堀江　優樹 安積高

80 橋本　壮史

77 森　天真 K.T.T.F

76 猪狩　尊 日大東北高

ｂｙｅ 89

遠藤　壮流 尚志高 90

75 高橋　　和 橘高校 池田　健人 日大東北高 92

74

石川　智輝 安積高

杉本　凜 郡山北工 93

菊地　拓真 安積高 94

安田　佳彦 YRY卓球クラブ 91

71 相楽　将 帝京安積高 齋藤　幸祐 帝京安積高 88

73 佐藤　航洋 郡山北工

72

金澤　勝彦 本宮クラブ

一般男子シングルス３



第50回中通り卓球選手権

平成３1年１月12日

郡山市西部体育館

一般男子シングルス (4)

濱尾　将汰 郡山北工 135

121 丹野　一樹 セントラル卓研 佐々木優太 あさか開成高 139

戸谷　宇臣 K・CONNET 136

119 後藤　大希 郡山ふれあい 村山　　学 セントラル卓研 137

113 佐藤　楓馬 福島工高 岡部　颯 郡山北工 131

109 樽川　拓海 郡山北工 市川　洋平 TEAM　PP 127

123 髙橋　幸暉 橘高校

122 ｂｙｅ 根本　一城 大東銀行 140

120 村木　蓮 日大東北高 吾妻  悦樹 FREEDOM 138

金澤　勝吾 本宮クラブ

118 秋山　郁人 安積高

117 安部　龍将 郡山北工

渡辺　篤洋 日大東北高 133

富樫　寿幸 きらり川南SC 134

114 吉田　真輝 帝京安積高 青山　拓夢 安積高 132
D

116 押山　浩道 K.T.T.F

115

112 菱川　賢生 日大東北高

111 今泉　哲 LLC

110 鵜川　哲郎 郡山市役所 矢野　幸一 郡山市役所 128

仁井田　基揮 本宮高 129

桃井　秀世 大森卓球クラブ 130

相良　光希 日大東北高 125

小磯　将人 尚志高 126

106 岩永　宗久 富久山卓球クラブ 高橋　蓮 帝京安積高 124

108 境　大翔 郡山商業高

107 増戸　麟 日大東北高

一般男子シングルス４



第５０回中通り卓球選手権大会

平成３１年１月１２日

郡山市西部体育館

一般女子シングルス

28 小池　和妃 郡女大附属高 國分　陽奈 郡女大附属高 56

27 鹿俣　陽凪 セントラル卓研 渡邊　駕乃 セントラル卓研 55

26 土屋　名央 橘高 遠藤　鈴佳 尚志高 54

25 三部　優奈 あさか開成高 櫻井　麻絢 あさか開成高 53

24 澤口鈴穂 安積高 阿部　有希 K.T.T.F 52

23 伊藤　乃愛 磐城一高 御代田　華帆 郡山商業高 51

22 佐久間ひろ子 かぼちゃ倶楽部 遠藤　穂花 橘高 50

21 蛭田　こころ 磐城一高 清水　希美 セントラル卓研 49

20 神野　藍子 橘高 二宮　美佐子 フレンズ安積 48

19 酒井　夏海 郡女大附属高 伊藤　さやか 郡女大附属高 47

18 添田　未来 郡山商業高 齋藤　飛依 橘高 46

佐久間　穂香 日大東北高 44

17 遠藤　楓花 郡女大附属高 渡部　琴音 郡女大附属高 45

13 小林　咲妃 郡山商業高 中川　翔月 あさか開成高 41

中村　絢 郡女大附属高 39

12 菊地　優莉奈 郡女大附属高 古内　涼々香 郡山五中 40

8 若松　優希 郡女大附属高 鈴木　茉那 磐城一高 36

4 佐藤　杏奈 K.T.T.F 我妻　咲良 セントラル卓研 32

佐藤　彩凪 郡女大附属高 37

髙橋　海里 郡女大附属高 42

石橋　凉香 磐城一高 43

菊地　真夢 橘高 38

15 石澤　さくら 本宮クラブ

16 伊藤　愛寿美 日大東北高

14 木村　真子 橘高

9 ｂｙｅ

10 柳沼　凜花 日大東北高

11 村山 　　颯 セントラル卓研

7 坂本千梨花 磐城一高

6 加藤あいり セントラル卓研

5 藏野　七海 あさか開成高 吉田　瑠那 郡山商業高 33

安達　琉乃 日大東北高 34

遠藤まこと 安積高 35

霜山　奈緒子 橘高 30

栁沼　麻紀 郡女大附属高 31

1 伊藤　笑 郡女大附属高 安斎　妃南子 二本松卓球クラブ 29

3 坂本　早紀 橘高

2 飯塚　光琉 日大東北高

一般女子シングルス1



第50回中通り卓球選手権

平成３1年１月12日

郡山市西部体育館

男子ダブルス

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

32 塩田礼文　　相楽　将 帝京安積高 根本一城　岩永宜久 大東銀行　帝京安積高 64

武部優一　増子雄太 郡山北工 62

31

德田蒼大　佐藤航洋 郡山北工

ｂｙｅ 63

28

伊藤成海　小磯将人 尚志高

後藤健太　古川晴規 日大東北高 60

29 齋藤雄紀　鵜川哲郎 郡山市役所 柏谷　潔　　金澤勝彦 本宮クラブ 61

30 佐藤　翼　　茂木飛鷹 福島工高

27 赤沼壮志　赤間創太 安積高 久保修司　岩谷大和 郡山市役所 59

26 丹野一樹　片桐貴洋 セントラル卓研 森　天真　　横田将人 K.T.T.F 58

25 橋本敦弘　渡辺颯太 あさか開成高 酒井達也　赤城智翼 福島工高 57

24 荒木孝延　橋本澄範 FREEDOM 橋本壮史　前田峻 セントラル卓研 56

23 今泉和哉　　相良光希 日大東北高 市川洋平　　加藤　昴 TEAM　PP 55

22 石川智輝　　吉田　滉 安積高 菊地拓真　鈴木大雅 安積高 54

21 梅木大智　富樫寿幸 きらり川南SC 池田健人　菊地優希 日大東北高 53

20 齊藤航起　　岡部　颯 郡山北工 椎根孝輔　　杉本　凜 郡山北工 52

19 今泉　哲　　石井佑門 LLC 橋本須久瑠　橋本徹範 FREEDOM 51

18 桜井　隆　飛田直幸 郡山ふれあい 穐山太亮　高橋和 橘高 50

富久山卓球クラブ 48

17 髙橋幸暉　霜山優希 橘高 佐藤　光　　高橋　蓮 帝京安積高 49

郡山商業高 44

13 佐藤楓馬　宍戸琢海 福島工高 五月女忠洋　　矢野幸一 郡山市役所 45

42

11 阿久津宅志　柏木秀夫 郡山市役所 遠藤柾斗　横田哲志 安積高 43

郡山第一クラブ 40

9 原愛生斗　金澤勝吾 本宮クラブ 樽川拓海　景山 和真 郡山北工 41

セントラル卓研 36

5 秋山郁人　　有賀　涼 安積高 齋藤大翔　菱川賢生 日大東北高 37

佐々木優太　塚野優希

16 青山拓夢　滝沢侑大 安積高

村山学　加藤純一

日大東北高 石井　健　　荒井直也

12 藏野　駆　　渡辺篤洋 日大東北高 大和田怜央　伊藤光一

佐藤栄司　佐藤匠海 

あさか開成高 47

10 橋本吏玖　　境　大翔 郡山商業高 丹羽悠樹　柳沼賢太 尚志高

14 高玉秀一　戸谷宇臣 K・CONNEＣT 森　瑛大　　瀬戸泰治郎 福島成蹊高 46

15 安部龍将　佐久間祐希 郡山北工

7 小野文昭　角田文孝 あさかのクラブ 堀江優樹　前田大和

8 緑川斐士　　猪狩　尊

安積高 39

3 穐月悠央　渡邉響貴 本宮高 米川由祐　小松祐摩

4 濱尾将汰　　鹿俣　蓮 郡山北工

郡山北工 35

6 樋口裕　吾妻悦樹 FREEDOM 遠藤駿介　後藤大希 郡山ふれあい 38

2 ｂｙｅ 大槻滉太　大場史久 橘高 34

1 岩永宗久　続橋賢人 富久山卓球クラブ 加藤大晟　齋藤幸祐 帝京安積高 33

男子ダブルス１



第50回中通り卓球選手権

平成３1年１月12日

郡山市西部体育館

女子ダブルス

24

25

26

27

橘高 25

13 石澤さくら　安斎妃南子 本宮クラブ 石橋凉香　　鈴木茉那 磐城一高 26

ｂｙｅ 21

9 飯塚光琉　柳沼凜花 日大東北高 鹿俣陽凪　加藤あいり セントラル卓研 22

4 菊地真夢　霜山奈緒子 橘高 添田未来　吉田瑠那 郡山商業高 17

土屋名央　坂本早紀 橘高 15

3 小林咲妃　御代田華帆 郡山商業高 安達琉乃　伊藤愛寿美 日大東北高 16

2 櫻井麻絢　藏野七海 あさか開成高

11 佐藤杏奈　阿部有希 K.T.T.F 伊藤さやか　酒井夏海

12 菊地優莉奈　渡部琴音 郡女大附属高 齋藤飛依　神野藍子

郡女大附属高 24

7 我妻咲良　清水希美 セントラル卓研 髙橋海里　若松優希

8 木村真子　遠藤穂花 橘高

郡女大附属高 20

10 蛭田こころ　伊藤乃愛 磐城一高 三部優奈　中川翔月 あさか開成高 23

6 遠藤楓花　栁沼麻紀 郡女大附属高 遠藤まこと　澤口鈴穂 安積高 19

5 佐久閒ひろ子　二宮美佐子
かぼちゃ倶楽部
フレンズ安積 村山颯　渡邊駕乃 セントラル卓研 18

1 伊藤　笑　國分陽奈 郡女大附属高 小池和妃　中村　絢 郡女大附属高 14

女子ダブルス



１・２コート

氏　　　名 所属 木村　憲一 八城　光寿 佐藤　啓二 黒羽　幸夫 石井　武四郎 谷代　松一 佐藤　信 勝敗 順位

1 木村　憲一 たんぽぽ -

2 八城　光寿 たんぽぽ -

3 佐藤　啓二 スカイクラブ -

4 黒羽　幸夫 スカイクラブ -

5 石井　武四郎 安積ラージ -

6 谷代　松一 すずらん -

7 佐藤　信 すずらん -

A リーグ ３コート

氏　　　名 所属 山本　光男 丸山　忠義 熊倉　信夫 椎根　達男 青山　善貞 勝敗 順位

1 山本　光男 たんぽぽ -

2 丸山　忠義 すずらん -

3 熊倉　信夫 安積ラージ -

4 椎根　達男 郡山オレンジ -

5 青山　善貞 若松卓球クラブ -

B リーグ ４コート

氏　　　名 所属 新妻　久雄 平田　文男 太田　興亜 長岡　清 勝敗 順位

1 新妻　久雄 たんぽぽ -

2 平田　文男 スカイクラブ -

3 太田　興亜 安積ラージ -

4 長岡　清 すずらん -

5 -

C リーグ ５コート

氏　　　名 所属 橋本　邦俊 横山　遼 大澤　進 高宮　定 勝敗 順位

1 橋本　邦俊 スカイクラブ -

2 横山　遼 すずらん -

3 大澤　進 安積ラージ -

4 高宮　定 郡山オレンジ -

5 -

①１－４ ②２－３ ③１－３ ④２－４ ⑤３－４ ⑥１－２

①1-5 ②2-4 ③3-5 ④1-4 ⑤2-3

⑥3-4 ⑦2-5 ⑧1-3 ⑨4-5 ⑩1-2

決勝トーナメント（１・２位）

ラージボールの部

C2

試合順序　５人リーグ

試合順序　４人リーグ

A1

B2

　70歳未満男子の部

70歳以上男子の部

A2

B1

C1

ラージ1



A リーグ ６コート

氏　　　名 所属 佐野　文江 藤原　イセ子 山口　郁子 吉田　カツイ 千葉　美智子 勝敗 順位

1 佐野　文江 安積ラージ -

2 藤原　イセ子 スカイクラブ -

3 山口　郁子 たんぽぽ -

4 吉田　カツイ スカイクラブ -

5 千葉　美智子 すずらん -

B リーグ ７コート

氏　　　名 所属 三浦　とも子 賀川　明子 石川　淳子 荒武　芳子 佐藤　和子 勝敗 順位

1 三浦　とも子 たんぽぽ -

2 賀川　明子 スカイクラブ -

3 石川　淳子 スカイクラブ -

4 荒武　芳子 安積ラージ -

5 佐藤　和子 すずらん -

①1-5 ②2-4 ③3-5 ④1-4 ⑤2-3

⑥3-4 ⑦2-5 ⑧1-3 ⑨4-5 ⑩1-2

決勝トーナメント（１・2位）

８コート

氏　　　名 所属 志賀　苗子 谷代　明子 長岡　典子 関根　邦子 勝敗 順位

1 志賀　苗子　　　 たんぽぽ -

2 谷代　明子 スカイクラブ -

3 長岡　典子 すずらん -

4 関根　邦子 安積ラージ -

5 -

①１－４ ②２－３ ③１－３ ④２－４ ⑤３－４ ⑥１－２

70歳未満女子の部

A1

ラージボールの部

試合順序　４人リーグ

B2

A2

B1

70歳以上女子の部

試合順序　５人リーグ

ラージ2



A リーグ １コート

氏　　　名 所属 相原　建　　永久保美保 賀川明子　佐々木マチ子 太田興亜　番田　利枝子 遊佐利郎　山口郁子 青山善貞　　関根邦子 勝敗 順位

1 相原　建　　永久保美保 たんぽぽ -

2 賀川明子　佐々木マチ子 スカイクラブ -

3 太田興亜　番田　利枝子 安積ラージ -

4 遊佐利郎　山口郁子 たんぽぽ -

5 青山善貞　　関根邦子 若松クラブ安積ラージ -

B リーグ ２コート

氏　　　名 所属 木村憲一　三浦とも子 黒羽幸夫　石川淳子 横山　遼　　千葉美智子 平田文男　吉田カツイ 勝敗 順位

1 木村憲一　三浦とも子 たんぽぽ -

2 黒羽幸夫　石川淳子 スカイクラブ -

3 横山　遼　　千葉美智子 すずらん -

4 平田文男　吉田カツイ スカイクラブ -

C リーグ ３コート

氏　　　名 所属 鈴木英雄　志賀苗子 佐藤啓二　谷代明子 大澤　進　　佐野文江 長岡　清　　長岡典子 勝敗 順位

1 鈴木英雄　志賀苗子 たんぽぽ -

2 佐藤啓二　谷代明子 スカイクラブ -

3 大澤　進　　佐野文江 安積ラージ -

4 長岡　清　　長岡典子 すずらん -

D リーグ ４コート

氏　　　名 所属 新妻久雄　本田公子 橋本邦俊　藤原イセ子 石井武四郎　荒武　芳子 佐藤　信　　佐藤和子 勝敗 順位

1 新妻久雄　本田公子 たんぽぽ -

2 橋本邦俊　藤原イセ子 スカイクラブ -

3 石井武四郎　荒武　芳子 安積ラージ -

4 佐藤　信　　佐藤和子 すずらん -

①1-4 ②2-3 ③1-3 ④2-4 ⑤3-4 ⑥1-2

①1-5 ②2-4 ③3-5 ④1-4 ⑤2-3

⑥3-4 ⑦2-5 ⑧1-3 ⑨4-5 ⑩1-2

ラージ混合ダブルス

試合順序　４組リーグ

試合順序　５組リーグ

ラージ3



ラージ混合ダブルス１・２位トーナメント

A1

B2

C2

D1

C1

D2

A2

B1

ラージ混合ダブルス３位以下トーナメント

A3

C4

B4

A4

D3

C3

B3

D4

A5

ラージ４


