
平成３０年度郡山選手権
平成３０年７月８日

郡山市西部第二体育館

男子ダブルス

1

2

3

4

5

6

7
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54

郡山五中 53

50

46

42

27 加藤大晟　佐藤　光 帝京安積 岩永宜久　遠藤玲惟 帝京安積

冨塚喜斗　柳橋太喜 田村高 52

26 梅野　翼　首藤祥希 郡山東高 雫　祥太朗　黒田　葵

25 竹島佑隼　角井智久 郡山高

24 桜井　隆　　飛田直幸 郡山ふれあい 武藤直人　橋本光司 Ｌｉｂｅｒｔｙ　Ｗａｌｋ 51

郡山東高 49

23 舟田　篤　　冨塚智也 石森クラブ 大河原健斗　大河原光平 石森クラブ

森　天真　　舛舘清孝 Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ 48

青木優介　佐藤颯斗22 齋藤芳法　三浦建児 郡山卓球クラブ

21 樋口　裕  吾妻悦樹 ＦＲＥＥＤＯＭ

20 荒井直也　嶋本裕也 日大工学部 橋本敦弘　渡辺颯汰 あさか開成 47

日大工学部 45

19 佐々木優太　塚野友希 あさか開成 橋本徹範　藤田渉吾 ＦＲＥＥＤＯＭ

成田遥人　柳沼佑一郎 郡山東高 44

海鉾　新　　水野大輝18 高玉秀一　増子憲二 Ｔｅａｍ　ＰＰ

17 藤田大伸　遠藤大致 郡山東高

16 大山颯太　辺見亜輝 田村高 伊藤正広　大河原佑太 石森クラブ 43

帝京安積 41

15 廣田　暉　千村由宇 Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ 栗城和輝　中野洸大 郡山卓球クラブ

大塚俊平　佐藤勇樹 Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ 40

石井寛人　高橋　蓮14 佐藤勇司　佐藤直也 かぼちゃ倶楽部

13 齋藤幸祐　相楽　将 帝京安積

38

12 太田恵成　　太田　真 石森クラブ 渡邊友策　有坂光太郎 田村高 39

郡山東高 37

11 愛場康平　遠藤貴士　 Ｌｉｂｅｒｔｙ　Ｗａｌｋ 鈴木将吾　三本菅拓也 Ｌｉｂｅｒｔｙ　Ｗａｌｋ

10 遠藤和寿　　高橋　遼 Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ 力丸遥平　森田健太

郡山東高 高木悠輔　渡辺一喜 ＦＲＥＥＤＯＭ 36

34

8 橋本澄範 橋本須久瑠 ＦＲＥＥＤＯＭ 荒木孝延　市川一成 郡山ふれあい 35

Ｔｅａｍ　ＰＰ 33

7 押山浩道　小泉貴則 Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ 松本啓宏　大隅一党 石森クラブ

6 石井佑門　中山光洋 郡山高 佐藤秀樹　渡邊聖也

石森クラブ 橋本大輝　佐藤勇哉 郡山高 32

30

4 伊藤成海　小磯将人 尚志高 鈴木健一郎　安藤春樹 日大工学部 31

鼻戸仁恒　菊地祥一郎 郡山五中 栁沼賢太　丹羽悠樹 尚志高

日本工営 大類敏一　高橋宏一郎 Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ 29

郡山卓球クラブ 栗城大輔　塩田礼文 帝京安積 281 冨永幸宏　佐々木　理

2 森尾悠一朗　西戸義博

9 橋下大輝　三菅悠真

3

5 関根悠介　冨塚暁登

1



平成３０年度郡山選手権

平成３０年７月８日

郡山市西部第二体育館

女子ダブルス　　各リーグ１位決勝トーナメント

リーグ コート NO 氏名 所属 順位

３組リーグ

４組リーグ ①１－４　②２－３　③１－３
④２－４　⑤３－４　⑥１－２

①２－３　②１－３　③１－２

2 橋本茉那　佐藤彩凪 郡女大附属高

櫻井麻絢　藏野七海 あさか開成

半澤麻衣　半谷美貴 Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ

菊地優莉奈　渡部琴音

1 槌谷昭子　佐久間ひろ子 かぼちゃ倶楽部

3 三部優奈　中川翔月 あさか開成

4 木下かな　遠藤理緒 郡山高

二宮美佐子　冨塚美弥

5 梅澤　亮　鈴木若菜 郡山東高

栁沼未来　橋本愛末 田村高

郡女大附属高

田村高

古内萌々香　佐藤穂乃香 郡山高

6 遠藤楓花　柳沼麻紀 郡女大附属高

田村高

14

8 高原咲智　安瀬陽菜

伊藤さやか　酒井夏海 郡女大附属高

フレンズあさか

7 佐藤杏奈　鵜澤美夢 Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ

伊東千尋　若林　恵

11

12

13

16

1

2

3

4

23

24

25

9

10

26
15

２



平成３０年度郡山選手権
平成３０年７月８日

郡山市西部第二体育館

コート

荒木孝延 栁沼賢太 遠藤貴士 佐藤颯斗
郡山ふれあい 尚志高 Ｌｉｂｅｒｔｙ　Ｗａｌｋ 郡山東高
吾妻悦樹 舛舘清孝 首藤祥希 水野大輝
尚志高 Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ 郡山東高 日大工学部
荒井直也 渡邊聖也 石井佑門 塚野友希
日大工学部 Ｔｅａｍ　ＰＰ 郡山高 あさか開成
塩田礼文 加藤　昴 伊藤正広 渡辺一喜
帝京安積 Ｔｅａｍ　ＰＰ 石森クラブ ＦＲＥＥＤＯＭ
武藤直人 竹島佑隼　 西戸義博 森田健太
Ｌｉｂｅｒｔｙ　Ｗａｌｋ 郡山高 日本工営 郡山東高
樋口　裕 雫　祥太朗 大類敏一 大山颯太
ＦＲＥＥＤＯＭ 郡山五中 Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ 田村高
相楽　将 藤田大伸 宮越敬介 関根悠介
帝京安積 郡山東高 フレンズあさか 石森クラブ
冨永幸宏 佐藤敏幸 高橋　遼 三本菅拓也
郡山卓球クラブ Ｔｅａｍ　ＰＰ Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ Ｌｉｂｅｒｔｙ　Ｗａｌｋ

橋本須久瑠 菊地祥一郎 大河原健斗 力丸遥平
ＦＲＥＥＤＯＭ 郡山五中 石森クラブ 郡山東高
佐藤勇司 齋藤芳法 橋下大輝 千村由宇
かぼちゃ倶楽部 郡山卓球クラブ 郡山東高 Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ
栗城大輔 松本啓宏 影山孝明 桜井　隆
帝京安積 石森クラブ Ｔｅａｍ　ＰＰ 郡山ふれあい
石井寛人 嶋本裕也 佐藤勇哉 飛田直幸
帝京安積 日大工学部 郡山高 郡山ふれあい
森　天真 戸谷宇臣 太田　真 冨吉佳太
Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ Ｔｅａｍ　ＰＰ 石森クラブ 日本工営
西川史人 伊藤成海 三菅悠真 舟田　篤
Ｔｅａｍ　ＰＰ 尚志高 郡山東高 石森クラブ
遠藤玲惟 渡辺颯汰 冨塚喜斗 佐藤勇樹
帝京安積 あさか開成 田村高 Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ
栗城和輝 安藤春樹 佐々木優太
郡山卓球クラブ 日大工学部 あさか開成
鈴木健一郎 鼻戸仁恒 大河原光平 高橋宏一郎
日大工学部 郡山五中 石森クラブ Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ
橋本徹範 角井智久 大隅一党 青木優介
ＦＲＥＥＤＯＭ 郡山高 石森クラブ 郡山東高
加藤大晟 渡邊友策 鈴木将吾 古河一輝
帝京安積 田村高 Ｌｉｂｅｒｔｙ　Ｗａｌｋ Ｔｅａｍ　ＰＰ
高橋　蓮 梅野　翼 三浦建児 石田暁大
帝京安積 郡山東高 郡山卓球クラブ 郡山高
橋本澄範 遠藤和寿 丹羽悠樹 岡部将和
ＦＲＥＥＤＯＭ Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ 尚志高 Ｔｅａｍ　ＰＰ
大河原佑太 藤田渉吾 押山浩道 吉田梓穏
石森クラブ 郡山東高 Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ 郡山五中
齋藤幸祐 鴨池勝典 佐藤　伸 栁橋太喜
帝京安積 日本工営 Ｔｅａｍ　ＰＰ 田村高
佐藤　光 遠藤大致 小磯将人 富塚暁登
帝京安積 郡山東高 尚志高 石森クラブ
小泉貴則 市川一成 佐藤秀樹 中山光洋
Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ 郡山ふれあい Ｔｅａｍ　ＰＰ 郡山高
佐々木　理 成田遥人 高木悠輔 富塚智也
郡山卓球クラブ 郡山東高 ＦＲＥＥＤＯＭ 石森クラブ
吉田真輝 増子憲二 愛場康平 辺見亜輝
帝京安積 Ｔｅａｍ　ＰＰ Ｌｉｂｅｒｔｙ　Ｗａｌｋ 田村高
橋本敦弘 橋本大輝 柳沼佑一郎
あさか開成 郡山高 郡山東高
中野洸大 黒田　葵 太田恵成 大塚俊平
郡山卓球クラブ 郡山五中 石森クラブ Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ
佐藤直也 高玉秀一 海鉾　新 廣田　暉
かぼちゃ倶楽部 Ｔｅａｍ　ＰＰ 日大工学部 Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ
岩永宜久 森尾悠一朗 有坂光太郎
帝京安積 日本工営 田村高

①２－３ ②１－３ ③１－２
①１－４ ②２－３ ③１－３
④２－４ ⑤３－４ ⑥１－２

一般男子シングルス（各リーグ１位決勝トーナメント）

４人リーグ試合順序
３人リーグ試合順序
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平成３０年度郡山選手権

平成３０年７月８日

郡山市西部第二体育館

コート

佐久間ひろ子 木下かな 栁沼未来

かぼちゃ倶楽部 郡山高 田村高

三部優奈 古内萌々香 菊地優莉奈 冨塚美弥

あさか開成 郡山高 郡女大附属高 フレンズあさか

遠藤楓花 佐藤杏奈 若林　恵 鈴木若菜

郡女大附属高 Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ 田村高 郡山東高

高原咲智 中川翔月 遠藤理緒 佐藤彩凪

田村高 あさか開成 郡山高 郡女大附属高

伊藤さやか 遠藤鈴佳 鶴澤美夢 佐藤穂乃香

郡女大附属高 尚志高 田村高 郡山高

半澤麻衣 櫻井麻絢 橋本茉那

Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ あさか開成 郡女大附属高

柳沼麻紀 半谷美貴 橋本愛末 伊東千尋

郡女大附属高 Ｋ.Ｔ.Ｔ.Ｆ 田村高 田村高

二宮美佐子 鈴木百花 藏野七海 渡部琴音

フレンズあさか 郡山高 あさか開成 郡女大附属高

酒井夏海 安瀬陽菜 梅澤　亮

郡女大附属高 田村高 郡山東高
33
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一般女子シングルス　各リーグ１位決勝トーナメント
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