
令和３年度いわき卓球選手権大会

小学４年以下男子 小鍛治蒼汰 (勿来卓球クラブ) 長郷　　樹 (Team SANKYO) 末永　悠悟 (勿来卓球クラブ) 遠藤　　伝 (いわき卓球)

小学４年以下女子 川崎　心美 (いわき卓球) 新妻　由萌 (Team SANKYO) 小林　育実 (四倉卓球クラブ) 野木　日葵 (神谷クラブ)

小学６年以下男子 久保　拓登 (いわき卓球) 鈴木　悠生 (Team SANKYO) 山崎　善理 (いわき卓球) 神永　優希 (赤井Jr卓球クラブ)

小学６年以下女子 三瓶　美咲 (勿来卓球クラブ) 倉富 　累 (いわき卓球) 鈴木陽菜香 (四倉卓球クラブ) 丹治あらた (金谷卓球クラブ)

中学２年以下男子 遠藤　龍太 (赤井中) 松本　倫和 (植田中) 北舘　走祐 (草野中) 山野辺陸斗 (平一中)

中学２年以下女子

一般男子

一般女子

中学２年以下男子 石野　大輔 (泉中) 鈴木　海渡 (磐崎中) 班目　秀玲 (小名浜二中) 正木　秀阿 (勿来卓球クラブ)

中学２年以下女子

入賞おめでとうございます！

１  　位 ２  　位 ３　  位 ３  　位

５  　位 ５  　位 ５  　位 ５  　位

※中学２年以下男女のみ第５位(ベスト８)表彰

※ 中学２年以下女子及び一般男女の部は12月25日開催



１ コート

1 勿来卓球クラブ

2 TeamSANKYO

3 勿来卓球クラブ

4 いわき卓球

２ コート

1 いわき卓球

2 四倉卓球クラブ

3 勿来卓球クラブ

4 神谷クラブ

３ コート

1 TeamSANKYO

2 四倉卓球クラブ

3 勿来卓球クラブ

4 いわき卓球

小学生４年生以下女子

決勝トーナメント

川崎
いわき卓球

小林
四倉卓球クラブ

野木
神谷クラブ

新妻
Team SANKYO

長郷　　樹

×　０－３ ×　１－３末永　悠悟

順　位

６

4
得　点

１

Ａ１ Ｂ２ Ａ２ Ｂ１

×　０－３ ○　３－０

４ ３

小学生４年生以下男子

決　勝 1 2 3 4
順　位

長郷　　樹 末永　悠悟 遠藤　　伝氏　　　名

３ ４

×　１－３

小鍛治蒼汰

小鍛治蒼汰 ６

得　点

○　３－１ ○　３－０ ○　３－０ １

５ ２

○　３－０

○　３－１ ○　３－０

遠藤　　伝

Ａ　組 1 2 3

×　０－３ ×　０－３ ×　０－３

小学生４年生以下女子

氏　　　名 川崎　心美 佐藤　羽潤 竹森　心晴 野木　日葵

○　３－０ ○　３－０ ○　３－０

４

３

佐藤　羽潤 ×　０－３ ×　０－３ ×　０－３ ３

川崎　心美

順　位

氏　　　名 新妻　由萌 小林　育実 三瓶　奏美 遠藤　宇咲

１

２

竹森　心晴 ×　０－３

Ｂ　組 1 2 3 4
得　点

野木　日葵 ○　３－０ ５

○　３－０ ×　０－３ ４

遠藤　宇咲 ×　０－３ ×　０－３ ○　３－０ ４ ３

三瓶　奏美 ×　０－３ ×　０－３ ×　０－３ ３

２小林　育実 ×　０－３ ○　３－０ ○　３－０ ５

新妻　由萌

４

○　３－０ ○　３－０ ○　３－０ ６



４ コート

1 いわき卓球

2 Team SANKYO

3 いわき卓球

５ コート

1 赤井JR卓球

2 いわき卓球

3 いわき卓球

4 勿来卓球クラブ

６ コート

1 勿来卓球クラブ

2 金谷卓球クラブ

3 四倉卓球クラブ

７ コート

1 いわき卓球

2 四倉卓球クラブ

3 赤井JR卓球

4 神谷クラブ

８ コート

1 四倉卓球クラブ

2 金谷卓球クラブ

3 勿来卓球クラブ

4 赤井JR卓球

Ｂ１Ａ２Ｃ１Ｃ２Ｂ２Ａ１

倉富
いわき卓球

丹治
金谷卓球クラブ

佐藤
四倉卓球クラブ

小山
金谷卓球クラブ

鈴木
四倉卓球クラブ

三瓶
勿来卓球クラブ

４

田中　創 ×　１－３

Ａ１ B２ A２ B１

大平　朔也 ×　０－３ ×　０－３

１

２

３

山崎　善理 ×　０－３ ○　３－０ ○　３－０ ５

神永　優希

×　０－３ ○　３－０ ４

小学生６年生以下男子

Ａ　組 1 2 3

小学生６年生以下女子

３

Ｂ　組 1 2 3

×　０－３横濱　悠乃 ×　０－３

４

○　３－０ ○　３－１ ○　３－０ ６

順　位

１

３

得　点
4

氏　　　名 久保　拓登 鈴木　悠生 川上　峻

4
得　点 順　位

氏　　　名

川上　　峻

２鈴木　悠生 ×　０－３ ○　３－０ ３

久保　拓登 ○　３－０ ○　３－０ ４

×　０－３ ×　０－３ ２

神永　優希 山崎　善理 田中　創 大平　朔也

×　０－３ ３

久保
いわき卓球

神永
赤井Jr卓球ク

鈴木
Team SANKYO

山崎
いわき卓球

順　位
氏　　　名 横濱　悠乃

三瓶　美咲 ○　３－０ ○　３－０

三瓶　美咲

Ａ　組 1 2 3 4
得　点

丹治あらた

４ １

丹治あらた ×　０－３ ○　３－０ ３ ２

順　位
氏　　　名 倉富 　累 鈴木陽菜香 草野　琴音 山口 暖心

２ ３

Ｂ　組 1 2 3 4
得　点

１

鈴木陽菜香 ×　０－３ ○　３－０ ○　３－０ ５ ２

倉富 　累 ○　３－０ ○　３－０ ○　３－０ ６

山口 暖心 ×　０－３ ×　０－３ ○　３－０ ４

草野　琴音 ×　０－３ ×　０－３ ×　０－３ ３

順　位
氏　　　名 佐藤　美羽 小山里衣紗 柴田　夏海 吉田　星

Ｃ　組 1 2 3 4
得　点

１

小山里衣紗 ×　０－３ ○　３－０ ○　３－０ ５ ２

佐藤　美羽 ○　３－０ ○　３－０ ○　３－０ ６

３

吉田　星 ×　０－３ ×　０－３ ×　０－３ ３ ４

柴田　夏海 ×　０－３ ×　０－３ ○　３－０ ４



中学2年以下男子(1)

遠藤　龍太 鈴木　陽斗 吉田　悠斗 １５コート

赤井中 中央台南中 湯本一中 ３番目

苅込　　陽 大柳　湧来 國井　基史 １コート

中央台北中 内郷一中 勿来二中 １番目

猪狩　和樹 飯野　晴 吉田　智哉 ２コート

久之浜中 草野中 磐崎中 １番目

木村　和喜 山﨑　聖人 皆川　夕來 ３コート

中央台南中 平一中 中央台北中 １番目

鈴木　大翔 比佐　心音 梅田　悠矢 ４コート

磐崎中 泉中 平三中 １番目

小川　雅斗 佐藤　遥磨 根本寅次郎 ５コート

小名浜二中 内郷一中 植田中 １番目

秋元　健吾 平子　恒介 櫛田　光星 ６コート

勿来二中 玉川中 江名中 １番目

大野　厳斗 矢作　佑 草野　奏風 １６コート

小名浜一中 平二中 平一中 ３番目

日向　　翼 武田　諒太 佐藤　太一 ７コート

植田中 中央台南中 泉中 １番目

鈴木　歩人 坂本　夢真 野崎　陸斗 ８コート

豊間中 小名浜二中 錦中 １番目

草野　浩生 今成　優太 服部　倖歩 ９コート

泉中 湯本一中 内郷一中 １番目

白土　然 瀧澤　蒼也 小松　優太 １０コート

江名中 草野中 磐崎中 １番目

長澤　倖輝 小野　陽斗 柴田　凰雅 １７コート

玉川中 勿来二中 久之浜中 ３番目

桑田　眞大 猪狩　斗煌 猪狩　英汰 １８コート

植田中 久之浜中 平一中 ３番目

柴田　晃希 安田　優翔 竹島　優真 １１コート

玉川中 磐崎中 錦中 １番目

渡邉　龍聖 鈴木　優人 古川　宗茉 １２コート

勿来二中 湯本一中 泉中 １番目

鈴木　智仁 河野　海翔 下遠野龍聖 １３コート

平三中 小名浜二中 植田中 １番目

木内　憂輝 佐藤　陽斗 佐藤　瑛晟 １４コート

内郷一中 小名浜一中 玉川中 １番目

金賀　遼真 太田　光一 桑原璃綺斗 １５コート

草野中 泉中 江名中 １番目

芳賀　永悟 清野　大成 内田　琉生 １６コート

磐崎中 中央台南中 勿来二中 １番目

石野　大輔 伊藤　祐輔 渡邊　歩睦 １７コート

泉中 平一中 小名浜二中 １番目

國井　悠生 柳内　佑斗 佐藤　朝彬 １８コート

湯本一中 草野中 中央台南中 １番目

兼田　悠希 平松　汰鷹 緑川　永真 １９コート

磐崎中 江名中 内郷一中 １番目

園部　夏來 最上　翔真 須藤　啓斗 ２０コート

平二中 玉川中 赤井中 １番目

髙橋　優 木村　俐想 渡邉　　煌 ２１コート

江名中 植田中 磐崎中 １番目

森崎　潤瑠 秋元　朱翔 西槇　光希 ２２コート

内郷一中 勿来二中 平三中 １番目

相原　光希 正木　翔梧 佐藤　柊斗 １９コート

勿来卓球クラブ 錦中 入遠野中 ３番目

遠藤　龍太

赤井中

4

5

6

1

2

3

10

11

12

7

8

9

16

17

18

13

14

15

22

23

24

19

20

21

25

26

27

Ａ

①

Ａ
北舘　走祐

Ｂ
草野中



中学2年以下男子(2)
北舘　走祐 渡邉　駿 志賀　雅樹 ２０コート

草野中 小名浜二中 平三中 ３番目

芳賀　遼太 秋房　史人 中村　寛太 ２３コート

川部中 泉中 小名浜一中 １番目

王　優世 會川　光樹 手塚　春道 ２４コート

平一中 玉川中 中央台南中 １番目

園部　優空 後藤陽那太 野中　大翔 ２５コート

湯本一中 勿来二中 泉中 １番目

小鍜治　暖 新妻　昴 橋本　凌汰 ２６コート

錦中 久之浜中 小名浜二中 １番目

石井　斗磨 平　晃伎 小峰　凜空 ２７コート

植田中 江名中 内郷一中 １番目

草野　泰成 髙田　拓夢 秋元　力 ２８コート

小名浜二中 磐崎中 赤井中 １番目

安　　優虹 菱沼　雅輝 馬上  日向 ２１コート

植田中 勿来二中 湯本一中 ３番目

村岡　央翔 猪狩　凛音 高崎　琉生 ２９コート

平三中 平一中 泉中 １番目

片寄　大樹 柴田　有 村瀬　蓮斗 ３０コート

小名浜一中 玉川中 中央台北中 １番目

永井　日向 吉田　匠 草野　翼 ３１コート

玉川中 中央台南中 小名浜二中 １番目

扇阪　桔恭 佐藤　　駿 二階堂日向 ３２コート

勿来二中 磐崎中 錦中 １番目

猪狩　和磨 鈴木　蓮 大井　優翔 ２２コート

内郷一中 平二中 江名中 ３番目

長郷　大樹 鈴木　悠浩 有賀  悠太 ２３コート

平三中 勿来二中 湯本一中 ３番目

伊知川雄祐 阿部　蒼大 遠藤　大斗 ３３コート

中央台南中 玉川中 江名中 １番目

班目　秀玲 新妻　快斗 緑川　　亮 ３４コート

小名浜二中 草野中 内郷一中 １番目

福田　陽也 黒澤　碧海 東條　逢夢 ３５コート

中央台北中 内郷一中 植田中 １番目

鈴木　大惺 國井皇太郎 面川　尊昌 ３６コート

平二中 磐崎中 入遠野中 １番目

二瓶　大輝 鈴木　柑太 高木　絆玖 ２４コート

いわき卓球 平一中 錦中 ３番目

川上　諒人 紺野　千明 先﨑　心人 １コート

磐崎中 勿来二中 泉中 ２番目

竹内　淳哉 渡辺　駿 髙木　宣壱 ２コート

平一中 小名浜二中 平二中 ２番目

鈴木　智士 飯田悠太郎 草野  龍斗 ３コート

中央台南中 内郷一中 湯本一中 ２番目

小要　優人 佐藤　怜旺 八取　弾 ４コート

江名中 玉川中 泉中 ２番目

宗像　真叶 伊藤　慶介 今野　翔太 ５コート

錦中 植田中 平一中 ２番目

佐藤　悠太 鈴木　春成 栁井　渉夢 ６コート

入遠野中 中央台南中 平三中 ２番目

鈴木　眞介 今野　陽介 金賀　陽彦 ２５コート

赤井中 久之浜中 草野中 ３番目

28

29

30

34

35

36

31

32

33

40

41

42

37

38

39

46

47

48

43

44

45

52

53

49

50

51

Ｂ



中学2年以下男子(3)
正木　秀阿 小泉　直斗 薄羽　春斗 ２６コート

勿来卓球クラブ 平二中 湯本一中 ３番目

根本　陽向 八鍬　心 上遠野優空 ７コート

赤井中 中央台南中 植田中 ２番目

木村　悠杜 阿部　恵明 佐藤伽美那 ８コート

草野中 久之浜中 泉中 ２番目

石山　りく 大槻　直央 小谷津結人 ９コート

平一中 平三中 玉川中 ２番目

本間　龍太 五十嵐由尉 飯塚　渉夢 １０コート

泉中 磐崎中 江名中 ２番目

松原　拓海 桑宮　京吾 椎名　栄太 １１コート

玉川中 小名浜二中 錦中 ２番目

西間木詩音 根本　涼 柳澤　隼人 １２コート

内郷一中 赤井中 勿来二中 ２番目

齊藤　信雄 草野　智哉 相田　蒼空 ２７コート

小名浜一中 平一中 中央台北中 ３番目

須永　優樹 古市　宗聖 矢吹　幹太 １３コート

小名浜二中 中央台南中 玉川中 ２番目

青栁　玲次 加藤　拓己 山崎　真平 １４コート

入遠野中 磐崎中 江名中 ２番目

鈴木　健太 鈴木　壱斗 野村　悠磨 １５コート

磐崎中 泉中 小名浜二中 ２番目

片岡　良太 水野　翔貴 鈴木　晴 １６コート

植田中 内郷一中 平二中 ２番目

児山　颯 酒井　蒼空 渡邉　哲平 ２８コート

玉川中 湯本一中 勿来二中 ３番目

岩渕　遥斗 山野邉隼斗 越渡  祐太 ２９コート

泉中 錦中 湯本一中 ３番目

蛭田　流星 国井　逸貴 吉野　琉聖 １７コート

磐崎中 小名浜一中 内郷一中 ２番目

伊藤　浩優 鈴木　碧壬 安島　暖人 １８コート

植田中 中央台南中 勿来二中 ２番目

清水　柊吾 阿部　光琉 伊野　昌栄 １９コート

赤井中 平一中 植田中 ２番目

遠藤　風雅 川上　那智 久田　健 ２０コート

久之浜中 泉中 草野中 ２番目

岩浜　直希 上出　千 石山　創健 ２１コート

平二中 江名中 内郷一中 ２番目

桝田　蓮斗 山口　稜太 金成　希歩 ２２コート

小名浜二中 入遠野中 玉川中 ２番目

小林　壮太 柴崎　瑛心 馬上　周大 ２３コート

植田中 泉中 江名中 ２番目

百本　琉聖 箭内　涼太 馬上　耀登 ２４コート

中央台南中 平三中 小名浜二中 ２番目

鈴木　滉太 香野　明甫 鈴木　哉陽 ２５コート

玉川中 内郷一中 勿来二中 ２番目

鈴木　遥斗 渡邊　優真 河合　結翔 ２６コート

草野中 川部中 磐崎中 ２番目

大和田真士 馬上　和也 鈴木　虹斗 ２７コート

湯本一中 植田中 泉中 ２番目

大平　昌志 栁井　友紀 志賀　祐介 ２８コート

豊間中 久之浜中 中央台南中 ２番目

山野辺陸斗 エルヒシャム 白石　悠 ３０コート

平一中 平二中 錦中 ３番目

山野辺陸斗

平一中

54

58

59

60

55

56

57

64

65

66

61

62

63

70

71

72

67

68

69

76

77

78

73

74

75

79

80

②

Ｃ
松本　倫和

Ｄ
植田中

Ｃ



中学2年以下男子(4)
鈴木　琉音 氏田　蓮斗 黒澤　陽向 ３１コート

平一中 草野中 中央台南中 ３番目

土屋　侑理 石貝　遥人 橋詰　広之 ２９コート

泉中 植田中 内郷一中 ２番目

御前　結惺 永山　陽大 中山　恵陽 ３０コート

平二中 磐崎中 玉川中 ２番目

後藤　啓太 房州　由多 山野辺雷己 ３１コート

錦中 泉中 湯本一中 ２番目

関根　　蛍 佐藤　昊 伊藤　晃毅 ３２コート

勿来二中 赤井中 小名浜二中 ２番目

坂口　颯 新妻　悠希 佐藤　絢仁 ３３コート

江名中 平二中 内郷一中 ２番目

大越　璃空 小沼　宇宙 鈴木　鷹臣 ３４コート

磐崎中 入遠野中 勿来二中 ２番目

山﨑　優音 松本　昇真 古家　千大 ３５コート

小名浜二中 草野中 内郷一中 ２番目

渡部　颯太 村上　緋優 菅野　空雅 ３６コート

錦中 玉川中 植田中 ２番目

坂下　周悟 蛭田　大心 山廼邊波琉 １コート

泉中 勿来二中 江名中 ３番目

髙橋　侑也 上遠野亘稀 河原　優 ２コート

久之浜中 中央台南中 平三中 ３番目

矢吹　太陽 古小高　樹 児玉　庵吏 ３コート

中央台南中 平一中 内郷一中 ３番目

杉山　千尋 鈴木　遥人 小畑　瑛士 ４コート

小名浜二中 平二中 勿来二中 ３番目

鈴木　海渡 大杉　隼人 菅野　冬馬 ３２コート

磐崎中 小名浜一中 湯本一中 ３番目

那須　天壌 穂積　蒼空 渡邉　陽生 ３３コート

泉中 植田中 赤井中 ３番目

吉田　璃音 小林　悠人 髙倉　大輝 ５コート

平一中 小名浜二中 中央台南中 ３番目

谷津田優心 丹野　俊輔 田口　太希 ６コート

内郷一中 江名中 玉川中 ３番目

渡邉　　爽 菅沼　理央 齋藤　快吏 ７コート

川部中 小名浜二中 内郷一中 ３番目

近内　颯 島田　　奏 工藤　涼雅 ８コート

草野中 磐崎中 錦中 ３番目

山口　雄輝 末永　海人 永嶋　陽向 ３４コート

いわき卓球 湯本一中 平一中 ３番目

河内　快吏 磯邉　壮佑 林　悠月 ９コート

玉川中 泉中 平三中 ３番目

佐川　仁都 柴田　楓雅 猪腰　朝陽 １０コート

勿来二中 中央台北中 平一中 ３番目

齋藤　佑磨 大平　修雅 根本　琉聖 １１コート

内郷一中 錦中 小名浜二中 ３番目

根本　皓太 酒井　広柊 柿村　真杜 １２コート

湯本一中 中央台南中 久之浜中 ３番目

関　一峰 大波　蒼芽 鈴木　一心 １３コート

平三中 泉中 江名中 ３番目

遠藤　尚輝 柴薮　優志 鈴木　蒼大 １４コート

小名浜一中 玉川中 磐崎中 ３番目

松本　倫和 佐藤　陽真 佐藤蒼太郎 ３５コート

植田中 草野中 平二中 ３番目

決勝戦

遠藤　龍太

赤井中

82

83

84

81

93

88

89

90

85

86

87

107

103

104

105

100

101

102

106

97

98

99

94

95

96

91

92

Ｄ

①
松本　倫和

②
植田中


