
期　日　： 　令和３年４月１８日（日）

会　場　： 　いわき市立総合体育館

主　催　：  一般社団法人福島県卓球協会

主　管　： 　い わ き 卓 球 協 会

２０２１年度　福島県クラブ選手権大会　兼

第４０回全日本クラブ選手権大会福島県予選会

２０２１年度　福島県実業団選手権大会兼

第７１回全日本実業団卓球選手権大会福島県予選会

記　録



期　日　：　令和３年４月１８日（日） 　　　会　場　：　いわき市　いわき市立総合体育館

主　催　：　一般社団法人福島県卓球協会 　　　主　管　：　い わ き 卓 球 協 会

No. 種目 優勝 第2位 第3位 第3位

1 男子一般の部 ☆福卓会 K.T.T.F

2 男子30歳以上の部 ☆福卓会 いわき卓球 喜多方卓球ランド

カトレアクラブ ☆ひまわりクラブ チームUEDA

4 男子65歳以上の部

5 男子　小・中学生の部 ☆富久山卓球クラブA 本宮卓球クラブA あゆりジュニアB 勿来卓球クラブ

☆中島クラブ

7 女子30歳以上の部

9 女子50歳以上の部 ☆ひまわり卓球クラブ

9 女子65歳以上の部 ☆カトレアクラブ

☆富久山卓球クラブA ☆喜多方卓球ランド ☆富久山卓球クラブB

☆印：全国大会出場チーム　　　　　　　　　　　　　出場チーム数　全４３チーム

No. 種目 優勝 第2位 第3位 第4位

1 男子団体 OLYMPUS ☆日本工営

☆印：全国大会出場チーム　　ＯＬＹＭＰＵＳ　は都合で全国大会参加無し

卓　球　大　会　記　録

2021年度　福島県クラブ選手権大会　兼　第40回全日本クラブ選手権大会　（福島県予選会）

大会記録 ※全国大会は９月２３日（木）～２６日（日）滋賀県で開催される

3 男子50歳以上の部

☆上記以外に前大会入賞による推薦チーム　福卓会　が出場する。カトレアクラブは都合により全国大会へは出場しない。

6 女子一般の部

☆上記以外に前大会入賞による推薦チーム　福卓会　が出場する。

2021年度　福島県実業団選手権大会　兼　第71回全日本実業団福島県予選会

大会記録 ※全国大会は　2021 年９ 月２ 日（木）～５ 日（日）山形県で開催される

10 女子　小・中学生の部

富久山卓球クラブA,Bチームは前大会入賞による推薦チームとして出場する。



１．男子一般の部 　全国大会出場枠　：　1チーム

Aブロック １１，１２コート　＋　１３，１４コート 　※頭から3点先取。

チーム名 福卓会 Unite チームどれみ 相馬クラブ 得点 順位
1 福卓会 3-2 3-0 3-0 6 1
2 Unite 2-3 3-0 3-1 5 2
3 チームどれみ 0-3 0-3 2-3 3 4
4 相馬クラブ 0-3 1-3 3-2 4 3

試合順序 ①　1-4 ②　2-3 ③　1-3 ④　2-4 ⑤　1-2 ⑥　3-4

Bブロック １，２コート　＋　３，４コート 　※頭から3点先取。

チーム名 喜多方卓球ランド クレハ K.T.T.F 中島クラブ 得点 順位
1 喜多方卓球ランド 1-3 1-3 3-1 4 3
2 クレハ 3-1 1-3 3-1 5 2
3 K.T.T.F 3-1 3-1 3-0 6 1
4 中島クラブ 1-3 1-3 0-3 3 4

試合順序 ①　1-4 ②　2-3 ③　1-3 ④　2-4 ⑤　1-2 ⑥　3-4

決勝戦

２．男子30歳以上の部 　全国大会出場枠　：　1チーム

決勝リーグ ５，６コート　＋　７，８コート 　※3点先取で計算するが　5番まで行なう。

チーム名 福卓会 いわき卓球 喜多方卓球ランド K.T.T.F 得点 順位
1 福卓会 3-0 3-2 3-0 6 1
2 いわき卓球 0-3 3-1 3-0 5 2
3 喜多方卓球ランド 2-3 1-3 3-0 4 3
4 K.T.T.F 0-3 0-3 0-3 3 4

試合順序 ①　1-4 ②　2-3 ③　1-3 ④　2-4 ⑤　1-2 ⑥　3-4

３．男子50歳以上の部 　全国大会出場枠　：　1チーム

決勝リーグ 実業団終了後　９，１０コート 　※3点先取で計算するが　5番まで行なう。

チーム名 チームUEDA ひまわりクラブ カトレアクラブ 得点 順位
1 チームUEDA 3-2 0-3 3(3/5) 3
2 ひまわりクラブ 2-3 3-2 3(5/5) 2
3 カトレアクラブ 3-0 2-3 3(5/3) 1

試合順序 ①　2-3 ②　1-3 ③　1-2

６．女子一般の部 　全国大会出場枠　：　1チーム

８．女子50歳以上の部 　全国大会出場枠　：　1チーム

9．女子65歳以上の部 　全国大会出場枠　：　1チーム

1.カトレアクラブ

2

2

2

A-１位　福卓会
福卓会

B-１位　　K.T.T.F

1.中島クラブ

1.ひまわり卓球クラブ

2021年度福島県クラブ選手権大会　兼　第40回全日本クラブ選手権大会福島県予選会



５．男子　小・中学生の部 　全国大会出場枠　：　1チーム

※各予選リーグ　1位　は決勝トーナメントへ。

※予選リーグは　頭から3点先取とします。（3チームの場合は　5番まで行なうが，計算は頭から3点先取）

※試合順は下記の通りとし，1番のダブルスに出場した選手は2番には出られない

１．小・中学生or小学生同士のダブルス　２．小学生　３．中学生以下　４．小学生　５．中学生以下

Aブロック １７，１８コート 　※3点先取で計算するが　5番まで行なう。

チーム名 富久山卓球クラブA あゆりジュニアA 蓬莱TTC 得点 順位

1 富久山卓球クラブA 3-1 3-0 4 1

2 あゆりジュニアA 1-3 3-0 3 2

3 蓬莱TTC 0-3 0-3 2 3

試合順序 ①　2-3 ②　1-3 ③　1-2

Bブロック １９，２０コート 　※3点先取で計算するが　5番まで行なう。

チーム名 本宮卓球クラブA みなみクラブ 富久山卓球クラブＣ 得点 順位

1 本宮卓球クラブA 3-2 3-0 4 1

2 みなみクラブ 2-3 3-0 3 2

3 富久山卓球クラブＣ 0-3 0-3 2 3

試合順序 ①　2-3 ②　1-3 ③　1-2

Cブロック ２１，２２コート 　※3点先取で計算するが　5番まで行なう。

チーム名 郡山第一卓球クラブ 勿来卓球クラブ チームA.T.C 得点 順位

1 郡山第一卓球クラブ 2-3 3-1 3 2

2 勿来卓球クラブ 3-2 3-1 4 1

3 チームA.T.C 1-3 1-3 2 3

試合順序 ①　2-3 ②　1-3 ③　1-2

Dブロック ２３，２４コート　＋　１５，１６コート 　※頭から3点先取。

チーム名 本宮卓球クラブB 喜多方卓球ランド 富久山卓球クラブB あゆりジュニアB 得点 順位

1 本宮卓球クラブB 0-3 1-3 1-3 3 4

2 喜多方卓球ランド 3-0 3-1 2-3 5 2

3 富久山卓球クラブB 3-1 1-3 1-3 4 3

4 あゆりジュニアB 3-1 3-2 3-1 6 1

試合順序 ①　1-4 ②　2-3 ③　1-3 ④　2-4 ⑤　1-2 ⑥　3-4

決勝トーナメント

富久山卓球クラブA

A-１位　富久山卓球クラブA　

D-１位　あゆりジュニアB

C-１位　勿来卓球クラブ　

B-１位　本宮卓球クラブA



10.女子　小・中学生の部 　全国大会出場枠　：　１チーム

※各予選リーグ　1位　は決勝トーナメントへ。

※予選リーグは　頭から3点先取とします。（3チームの場合は　5番まで行なうが，計算は頭から3点先取）

※試合順は下記の通りとし，1番のダブルスに出場した選手は2番には出られない

１．小・中学生or小学生同士のダブルス　２．小学生　３．中学生以下　４．小学生　５．中学生以下

Aブロック ２５，２６コート　＋　２７，２８コート 　※頭から3点先取。

チーム名 本宮卓球クラブ TeamSANKYO BRAVE STARS あゆりジュニア 得点 順位

1 本宮卓球クラブ 3-0 3-1 3-0 6 1

2 TeamSANKYO 0-3 3-2 1-3 4 3

3 BRAVE STARS 1-3 2-3 2-3 3 4

4 あゆりジュニア 0-3 3-1 3-2 5 2

試合順序 ①　1-4 ②　2-3 ③　1-3 ④　2-4 ⑤　1-2 ⑥　3-4

Bブロック ２９，３０コート 　※3点先取で計算するが　5番まで行なう。

チーム名 喜多方卓球ランド 郡山第一卓球クラブ 富久山卓球クラブＤ 得点 順位

1 喜多方卓球ランド 3-0 3-0 4 1

2 郡山第一卓球クラブ 0-3 3-0 3 2

3 富久山卓球クラブＤ 0-3 0-3 2 3

試合順序 ①　2-3 ②　1-3 ③　1-2

Cブロック ３１，３２コート 　※3点先取で計算するが　5番まで行なう。

チーム名 勿来卓球クラブ 富久山卓球クラブＣ 白河中央キッズ 得点 順位

1 勿来卓球クラブ 0-3 3-2 3 2

2 富久山卓球クラブＣ 3-0 3-0 4 1

3 白河中央キッズ 2-3 0-3 2 3

試合順序 ①　2-3 ②　1-3 ③　1-2

決勝トーナメント

福島県クラブ卓球選手権大会　決勝トーナメント

②外国籍の選手は全種目とも，各試合で単・複いずれか1 回のみの出場とする。

　全国大会出場枠　：　３チーム

2.日本工営

A-１位　本宮卓球クラブ　

①　喜多方卓球ランド

C-１位　富久山卓球クラブＣ

B-１位　喜多方卓球ランド

①　チームは監督1 名，コーチ1 名，選手4 名～6 名を登録し（監督のみでコーチがいないチーム編成を認める），4 シング
ルス，1 ダブルスで編成し，3 番目にダブルスをおき，3 点先取法(試合は５番まで)により行う。又，各選手は単複に重複し
て出場することができるが，1・2 番の選手で3 番のダブルスを組むことはできない。

（１）実業団男子

1.OLYMPUS

ランク　富久山卓球クラブA

①　喜多方卓球ランド

ランク　富久山卓球クラブB

富久山卓球クラブA

２０２１年度　福島県実業団選手権大会　兼　全日本実業団福島県予選会



実業団男子　選手名簿

種目

チーム名

監督 森尾悠一郎 生江　　聡

コーチ

選手(主将) 森尾悠一郎 ３８歳 佐藤　　温 ３２歳

選　手 冨吉　佳太 ２９歳 生江　　聡 ５２歳

選　手 西戸　義博 ２９歳 成田　浩平 ２９歳

選　手 伊東　　駿 ２１歳 佐藤　佑也 ２９歳

選　手 二瓶　太志 ２１歳

選　手

クラブ選手名簿　（１）

種目

チーム名

監督 押山　浩道 中井　大聖 根本　新一 五十嵐修二

コーチ 小針　忠善

選手(主将) 小松　一樹 ２７歳 中井　大聖 ２８歳 吉田　和樹 ２１歳 鈴木　来夢 ２０歳

選　手 芹澤　幸司 ２９歳 西澤　直輝 ２６歳 成富　結飛 １４歳 二塚　　舜 １８歳

選　手 布施　　護 ２９歳 久保木斗真 ２６歳 小針　悠大 １４歳 片岡孝太郎 １８歳

選　手 小野寺優太 ２８歳 佐藤　雄斗 ２１歳 芳賀　翔太 １４歳 木野　真白 １８歳

選　手 横山　貴大 ２５歳 水野　大輝 ２１歳 金澤　　仁 １３歳

選　手 秋山　和輝 ２３歳

種目

チーム名

監督 田崎　太一 星　哲太郎 大内　雅之 宗　　正樹

コーチ 森　　久長 原　　亨 十二所大河

選手(主将) 棚木　亮平 ２４歳 小川　知幸 ４２歳 佐藤　宏樹 ２９歳 宗　　正樹 ３８歳

選　手 成田　航太 ２４歳 星　哲太郎 ６２歳 佐藤　拓郎 ２６歳 十二所大河 ２４歳

選　手 飯田　貴登 ２４歳 渡邉　和奈 ４９歳 鈴木　　優 ３０歳 齋藤　雅彦 ２９歳

選　手 高橋　朋也 １８歳 下山田　智 ３２歳 高橋　隼人 ２５歳 佐藤　佳祐 ２５歳

選　手 田崎　太一 １９歳 岡田　　亮 ３０歳 本多　和真 １８歳

選　手 増田　翔太 ３０歳 最上 絢太 ２５歳

種目

チーム名

監督 押山　浩道 五十嵐修二 中西　裕太 原　　　晃

コーチ 岩本　爾郎

選手(主将) 押山　浩道 ４７歳 上野　元成 ３２歳 中西　裕太 ３８歳 高橋　直也 ４０歳

選　手 神尾　政敏 ５０歳 中山　宏也 ３２歳 金子　茂雄 ３８歳 菅野　一紀 ４１歳

選　手 湯田　孝之 ３８歳 中川　祐平 ３０歳 橋本　卓央 ３６歳 鈴木　正登 ３８歳

選　手 小泉　貴則 ４７歳 鈴木　英樹 ３０歳 石川　貴人 ３１歳 佐藤　　潤 ３６歳

選　手 横田　将人 ３３歳 佐藤　　淳 ４８歳 原　　　亨 ３４歳

選　手 馬渕　貴浩 ３０歳

種目

チーム名

監督 安達　　広 八木澤　剛 田子　光政

コーチ 葛西　伸行

選手(主将) 安達　　広 ７１歳 宍戸　　茂 ６５歳 田子　光政 ６２歳

選　手 西條　　勇 ６５歳 八木澤　剛 ６４歳 葛西　伸行 ６３歳

選　手 瓶子　　巧 ６０歳 渡辺　正雄 ６１歳 高橋　典彦 ６１歳

選　手 鈴木　　徹 ５９歳 首藤　益次 ５９歳 大平　繁則 ６１歳

選　手 渡辺　達也 ５６歳 遠藤　清史 ５２歳

選　手 小黒　弘貴 ５２歳

種目

チーム名

監督 根本　新一 菊地千恵子 佐藤　節子

コーチ 鈴木　正幸 八木澤　剛

選手(主将) 緑川愛里紗　 １４歳 菊地千恵子 ７３歳 佐藤 節子 ７４歳

選　手 齋藤　七珠 １４歳 渡辺　静枝 ６５歳 母袋　笙子 ７３歳

選　手 鈴木　陽菜 １４歳 藤澤　宣子 ６０歳 加藤　慶子 ６９歳

選　手 小針　乃愛 １４歳 田村　雅代 ５８歳 木村千栄子 ７０歳

選　手 鈴木亜利朱 １４歳 渡辺真紀子 ５６歳 羽根　正子 ６６歳

選　手 鈴木　美和 １４歳 佐藤　裕美 ５０歳

年齢 年齢 年齢

中島クラブ ひまわり卓球クラブ カトレアクラブ

年齢 年齢 年齢

６　女子一般の部 8　女子50歳以上の部 ９　女子65歳以上の部

３　男子50歳以上の部 ３　男子50歳以上の部 ３　男子50歳以上の部

ひまわり卓球クラブ カトレアクラブ チームUEDA

K.T.T.F 喜多方卓球ランド いわき卓球 福卓会

年齢 年齢 年齢 年齢

年齢 年齢 年齢 年齢

２　男子30歳以上の部 ２　男子30歳以上の部 ２　男子30歳以上の部 ２　男子30歳以上の部

１　男子一般の部 １　男子一般の部 １　男子一般の部 １　男子一般の部

チームどれみ クレハ 福卓会 相馬クラブ

K.T.T.F Unite 中島クラブ 喜多方卓球ランド

年齢 年齢 年齢 年齢

年齢 年齢

１　男子一般の部 １　男子一般の部 １　男子一般の部 １　男子一般の部

実業団男子 実業団男子

日本工営 ＯＬＹＭＰＵＳ　Ａ



クラブ選手名簿　（２）

種目

チーム名

監督 齋藤　忠義 佐藤　　潤 相澤　徳市 武田　勇治 原　　　眞

コーチ 鈴木　正登 小池　秀一 佐藤　　篤 助川　利夫 兼谷　篤史

選手(主将) 高槻　　晋 中３ 志賀　亘佑 中３ 石川　夢都 中２ 片吉　　勇 中２ 畠　　悠悟 中３

選　手 菅野　祐希 中３ 小池　　開 中３ 菅野　真矢 中２ 丸子　　広 中２ 遠藤　拓海 中３

選　手 渡部虎士朗 中２ 佐藤　愁斗 小６ 金田　光織 中１ 本多　大和 中１ 根本　昊來 中２

選　手 齋藤　忠寿 中１ 黒澤　航介 小５ 菅野　遥太 小６ 菊地　瞳輝 小６ 兼谷　遥斗 中１

選　手 齋藤　忠文 小３ 島貫　裕之 小４ 原　　鳳芽 小６ 木村　　善 小３

選　手 鈴木　誠矢 小３ 小澤　佑眞 小２

種目

チーム名

監督 深谷　秀三 若松　　秀 深谷　秀三 荒井　弘行

コーチ 佐々木健弘 深谷　秀三 佐々木健弘 荒井　智子

選手(主将) 佐藤　央洋 中３ 若松龍志郎 中３ 大内　遥介 中３ 池田　悠真 中２

選　手 岩永　尭久 中３ 遠宮　智保 中３ 佐々木　悠 中２ 鈴木　喜翔 中１

選　手 伊藤　魁星 小６ 遠宮　雄斗 小６ 金田　篤典 中１ 香野　歩夢 小６

選　手 佐々木　遼 小６ 荒木　貴翔 小５ 山田　拓輝 小４ 今野　晴晟 小４

選　手 荒木　蒼生 小４

選　手

種目

チーム名

監督 酒井　　秀 酒井　　秀 五十嵐修二 三瓶　清次

コーチ 栗崎　正勝 栗崎　正勝 原田　一孝 鈴木　輝彦

選手(主将) 栗崎　鈴也 中2 吉村　治希 中３ 五十嵐　心 中２ 鈴木　翔伊 中３

選　手 深谷　莉玖 中2 大沼　裕貴 中１ 村椿　　凌 中１ 松本　倫和 中２

選　手 佐藤　初興 中１ 栗崎叶羽椰 小６ 岩本　真爾 小６ 正木　秀阿 小６

選　手 酒井　　皐 小５ 深谷　琉衣 小６ 武藤　日路 小５ 相原　光希 小４

選　手 向尾　幸村 小５ 中野西健斗 小６ 小菅　総司 小４

選　手 小檜山太陽 小４

種目

チーム名

監督 深谷　由美 深谷　亮幸 佐藤　定明 古川　郁美

コーチ 深谷　秀三 深谷　秀三 深谷　秀三 深谷　秀三

選手(主将) 深谷菜々美 中３ 松本　ふみ 中３ 宗像　真桜 中２ 古川　梨紗 中１

選　手 山内　愛永 中２ 松本　こと 中３ 佐藤　里楠 中１ 秋元　愛美 中１

選　手 米田　帆華 中２ 元井なつ美 中３ 苅宿　未来 小４ 川﨑　心美 中１

選　手 苅宿　結衣 小６ 大山　七聖 小６ 笹山　琴羽 小４ 佐藤　明奈 小６

選　手 遠宮みのり 小４ 菅原　令那 小６ 角田　萌夏 小５

選　手

種目

チーム名

監督 柏谷　　潔 荒井　弘行 酒井　　秀 矢野　洋一

コーチ 原　　拓也 荒井　智子 鈴木　雄二 冨樫　　理

選手(主将) 栁沼　夏帆 中１ 飯谷　梨央 中３ 酒井　汐里 中２ 松﨑ななみ 中３

選　手 安斎　　萌 小６ 深谷　音花 中２ 佐藤　優月 中２ 冨樫　　彩 中３

選　手 小澤　奈桜 小５ 福田　紗也 小６ 向尾　美桜 中１ 藤田　楓莉 中３

選　手 木村　愛音 小４ 菅野　陽向 小６ 角田　　凛 小６ 藤田　梨月 小５

選　手 鈴木　心絆 小５ 藤田　紀梛 小４

選　手 須藤菜々美 小５

種目

チーム名

監督 原田　一孝 三瓶ミツエ 外山　　愛 阿部　崇宏

コーチ 五十嵐修二 三瓶美知子 新妻　真衣 但野　安信

選手(主将) 原田　優衣 中３ 正木　巴結 中２ 小倉　正恵 中１ 但野　絢弥 中３

選　手 小檜山結菜 中２ 仲村　香穂 中２ 蛯名はるひ 中１ 但野　紗弥 中３

選　手 小菅　ねね 中１ 齋藤　ルイ 中１ 見城　柚妃 小６ 阿部百々花 小６

選　手 小檜山芽生 小６ 小鍜治柚衣 小６ 新妻　由萌 小３ 荒　　日和 小４

選　手 矢部　莉央 小５ 三瓶　美咲 小３

選　手 矢部　雅奈 小３

喜多方卓球ランド 勿来卓球クラブ Team SANKYO BRAVE STARS

学年 学年 学年 学年

学年 学年 学年 学年

10　女子小・中学生の部 10　女子小・中学生の部 10　女子小・中学生の部 10　女子小・中学生の部

10　女子小・中学生の部 10　女子小・中学生の部 10　女子小・中学生の部 10　女子小・中学生の部

本宮卓球クラブ 郡山第一卓球クラブ あゆりジュニア 白河中央キッズ

(ランク)富久山卓球クラブＡ (ランク)富久山卓球クラブB 富久山卓球クラブC 富久山卓球クラブD

学年 学年 学年 学年

学年 学年 学年 学年

10　女子小・中学生の部 10　女子小・中学生の部 10　女子小・中学生の部 10　女子小・中学生の部

５　男子小・中学生の部 ５　男子小・中学生の部 ５　男子小・中学生の部 ５　男子小・中学生の部

あゆりジュニアA あゆりジュニアB 喜多方卓球ランド 勿来卓球クラブ

富久山卓球クラブA 富久山卓球クラブB 富久山卓球クラブC 郡山第一卓球クラブ

学年 学年 学年 学年

学年 学年 学年 学年 学年

５　男子小・中学生の部 ５　男子小・中学生の部 ５　男子小・中学生の部 ５　男子小・中学生の部

５　男子小・中学生の部 ５　男子小・中学生の部

蓬莱TTC みなみクラブ チームA.T.C 本宮卓球クラブＡ 本宮卓球クラブB

５　男子小・中学生の部 ５　男子小・中学生の部 ５　男子小・中学生の部


