
№ 氏　　　名 所　　　属 № 氏　　　名 所　　　属

1 相楽　　将 西袋 1 喬橋　飛香 白河二

2 荒井　駿斗 浅川 2 金澤　伶耶 浅川

3 緑川　詩音 中島 3 芳賀　友里花 古殿

4 菱川　賢生 須賀川二 4 椎名　日花里 西郷一

5 佐藤　　蓮 須賀川二 5 藤澤　亜里紗 西郷一

6 星　　集人 湯本 6 河西　千夏 西郷一

7 須田　伊織 須釜 7 兼子　優香 東北

8 泉　　航英 石川 8 永山　智美 泉崎

9 鶴槇　優馬 五箇 9 中野目　理帆 泉崎

10 鈴木　侃汰 古殿 10 小針　彩香 泉崎

11 石川　智輝 石川 11 穂積　彩乃 泉崎

12 中井　竜馬 石川 12 室　　結菜 泉崎

13 佐川　峻介 棚倉 13 海上　志歩 泉崎

14 小林　真翔 表郷 14 青砥　世来 塙

15 阿部　啓哉 中島 15 小室　寧々 浅川

16 松村　悠人 西郷一 16 並木　優衣 須賀川二

17 橋本　佳樹 泉崎 17 鹿野　美貴 湯本

18 松﨑　駿志 五箇 18 佐土原　花梨 泉崎

19 大木　拓朗 西郷二 19 品川　美琴 塙

20 岩坂　昇悟 西郷二 20 小林　優奈 浅川

21 斎藤　　理 中島 21 渡辺　清花 浅川

22 橋本　琉冴 東 22 境田　　夢 湯本

23 割柏　　響 大東 23 田中　梨里花 西郷一

24 白川　夢羅生 浅川 24 鈴木　しずく 西郷二

25 門澤　吏泰 大東 25 藁谷　琴音 古殿

26 金田　卓馬 表郷 26 山田　瑞姫 泉崎

27 関根　　諒 大東 27 井上　円花 須賀川二

28 芳賀　祐斗 中島 28 関根　愛子 鏡石

29 星　　翔太 大東 29 鈴木　萌花 須釜

30 鈴木　輝瑠 中島 30 渡邉　知優 岩瀬

31 吉田　隆希 石川 31 関根　桃香 岩瀬

32 鈴木　智也 須賀川二 32 岡部　きよら 浅川

33 33

※　申し込み順位は推薦選手と予選上位の選手を総合的に判断し、各地区の順位を記入して下さい。

※　フルネームで記入して下さい。名字だけのものは、受け付けません。

※　申込用紙が足りない時は、欄を挿入してください。

福島県小学校・中学校学年別卓球選手権大会申込書
兼 学年別県南大会記録

【中学１年の部】

男　　　　  　　　　子 女　　　　  　　　　子



№ 氏　　　名 所　　　属 № 氏　　　名 所　　　属

1 松浦　拓真 浅川 1 水野　真子 古殿

2 塩田　礼文 中島 2 岡部　珠美 古殿

3 宇佐見　彩斗 須賀川二 3 佐藤　珠璃 稲田

4 角田　大地 浅川 4 荒川　玲菜 古殿

5 吉田　裕哉 中島 5 伊藤　明音 白河南

6 宗像　涼太 須賀川二 6 根本　侑佳 表郷

7 遠藤　匠飛 須賀川一 7 佐藤　仁美 矢吹

8 緑川　斐土 中島 8 梅澤　　亮 浅川

9 佐藤　　心 須賀川二 9 栁沼　麻紀 須賀川二

10 荒井　優太 浅川 10 永沼　弥沙稀 石川

11 角田　陽和 浅川 11 渡邉　晶子 古殿

12 管野　尋斗 大東 12 斎藤　由菜 矢吹

13 二瓶　隆一郎 塙 13 堀口　紗哉加 岩瀬

14 小磯　俊介 中島 14 森　　優衣 須釜

15 後藤　健太 稲田 15 小原　あかね 須釜

16 矢内　星輝 稲田 16 飯島　美桜 白河二

17 遠藤　勇翔 須賀川二 17 小松　亜未 西郷一

18 齋藤　大翔 稲田 18 緑川　茉那 浅川

19 三本木　優樹 須賀川一 19 成田　　岬 須賀川三

20 島木　陸斗 須賀川二 20 矢部　　薫 岩瀬

21 白岩　　馨 稲田 21 薄葉　千佳 表郷

22 中村　駿介 白河南 22 田沢　うらら 中島

23 八木橋　　翔 岩瀬 23 岡部　理菜 古殿

24 遠藤　雅幸 古殿 24 秋田　ほのか 白河中央

25 三森　祐太 古殿 25 大槻　千明 小塩江

26 佐藤　　歩 仁井田 26 滝田　美裕 須賀川二

27 阿部　隼也 須賀川一 27 鈴木　梨沙 泉崎

28 菊地　俊輔 西郷一 28 佐川　ことみ 西郷一

29 名村　準人 仁井田 29 関根　瑠美 須賀川二

30 田村　　誠 西郷二 30 佐久間　菜緒 大信

31 横村　悠太 白河二 31 星　　夢花 東北

32 山邉　友紀 須賀川二 32 北野　寿美怜 須賀川二

33 渡辺　亮太 大東 33

男　　　　  　　　　子 女　　　　  　　　　子

※　申し込み順位は推薦選手と予選上位の選手を総合的に判断し、各地区の順位を記入して下さい。

※　フルネームで記入して下さい。名字だけのものは、受け付けません。

※　申込用紙が足りない時は、欄を挿入してください。

福島県小学校・中学校学年別卓球選手権大会申込書
兼 学年別県南大会記録

【中学２年の部】



№ 氏　　　名 所　　　属 № 氏　　　名 所　　　属

1 栗城　大輔 矢吹 1 大平　瑞希 白河南

2 酒井　　陸 矢吹 2 大竹　遥菜 泉崎

3 兼子　健太 須賀川二 3 大吉　涼加 白河南

4 大友　稜也 塙 4 大久保　柚那 白河中央

5 古内　　陸 中島 5 鈴木　優菜 西郷一

6 松本　　悠 白河南 6 星　　花澄 浅川

7 本名　海斗 表郷 7 佐藤　　萌 白河南

8 齋藤　俊輔 須賀川二 8 中川　涼可 表郷

9 緑川　翔太 塙 9 五十嵐　のどか 西袋

10 宮本　龍生 白河二 10 深谷　李胡 泉崎

11 白山　竜雅 白河南 11 花里　莉子 西郷一

12 柏原　大輝 須賀川二 12 倉岡　来海 西郷一

13 伊藤　航介 大東 13 伊藤　朱里 表郷

14 石川　大輝 石川 14 吉田　まひろ 大信

15 谷中　　亮 鮫川 15 中島　里菜 矢吹

16 岡部　裕哉 泉崎 16 金澤　比奈 塙

17 吉田　朋広 須賀川二 17 柳沼　佳南子 須賀川二

18 橋本　勇河 鏡石 18 松本　　悠 塙

19 河野　温人 白河二 19 小針　奈々美 中島

20 根本　優毅 仁井田 20 梅宮　　萌 大信

21 荒川　朋也 塙 21 前田　桃花 鮫川

22 真舩　ラベン 須賀川一 22 田村　有香 蓬田

23 加藤　慎也 棚倉 23 小野　貴子 塙

24 鈴木　隆斗 塙 24 山田　愛美 小塩江

25 大森　健吾 白河二 25 小磯　絢楓 大信

26 小針　瑠斗 中島 26 鈴石　莉々花 西郷一

27 小山　師基 湯本 27 藤田　萌愛 表郷

28 佐川　和史 古殿 28 渡邊　理緒 泉崎

29 芳賀　大吾 表郷 29 佐藤　紅葉 浅川

30 穂積　裕貴 塙 30 草刈　みもり 須賀川二

31 関根　崚真 大東 31 廣澤　優理愛 中島

32 和田　歩空 西袋 32 伊藤　　悠 白河南

33 33 渡邊　美聖 矢吹

34 34

※　申し込み順位は推薦選手と予選上位の選手を総合的に判断し、各地区の順位を記入して下さい。

※　フルネームで記入して下さい。名字だけのものは、受け付けません。

※　申込用紙が足りない時は、欄を挿入してください。

福島県小学校・中学校学年別卓球選手権大会申込書
兼 学年別県南大会記録

【中学３年の部】

男　　　　  　　　　子 女　　　　  　　　　子


