
平成２２年度福井市卓球選手権大会
平成２３年２月５日
旧至民中学校体育館

小学生男子シングルス

遠藤　竜馬 旭　峻佑 藤田　晴己
フェニックスクラブ 大野クラブＪｒ 江守の里卓球部 2-1

小泉  潤朗 松本　泰輝 原　翔斗
美山卓球スポ少 森田Jr.卓球ｸﾗﾌﾞ 武生南卓球スポ少 1-1

小林　達尚 片岡　俊貴 寺尾　泰晟
円山卓球スポ少 鯖江王山卓球スポ少 王子保スポ少 3-1

血原正紘 田渕　浩平 田邉　航生
ミナミラボ 清水クラブＪｒ 森田Jr.卓球ｸﾗﾌﾞ 1-2

松村　優一郎 大藤  哲太 酒井　涼成
フェニックスクラブ 美山卓球スポ少 春江スポ少 2-2

小林  拓真 横山　竜一 南谷　健太
美山卓球スポ少 江守の里卓球部 円山卓球スポ少 1-3

村上　拓未 佐々木　郁美 楳野　幸人
鯖江王山卓球スポ少 卓愛　レジェンド 武生南卓球スポ少 4-1

廣田　竜大 中村　匠汰 坂下     陽
森田Jr.卓球ｸﾗﾌﾞ 江守の里卓球部 美山卓球スポ少 1-4

寺本　光希 竹内　将馬 川岸　勇介
フェニックスクラブ 丸岡卓球ＪＳＣ 清水クラブＪｒ 2-3

大藤遥稀 野村　俊介 加藤　航
大野クラブＪｒ 円山卓球スポ少 武生南卓球スポ少 1-5

宇野  陽太郎 永谷　武三 藤本　駿太朗
美山卓球スポ少 王子保スポ少 鯖江王山卓球スポ少 3-2

廣瀬孝平 青山 剛弥 銅     健吾
大野クラブＪｒ 金津卓球スポ少 美山卓球スポ少 1-6

寺下　拓海 鎌田　百福 山内　拓己
フェニックスクラブ 清水クラブＪｒ 円山卓球スポ少 2-4

麻王　大夢 坪田　卓也 原　航志
フェニックスクラブ 卓愛　レジェンド 武生南卓球スポ少 1-7

平木　駿 高嶋  政也 北島　広大
丸岡卓球ＪＳＣ 美山卓球スポ少 森田Jr.卓球ｸﾗﾌﾞ 5-1

山下 晴人 高嶋  悠太 清水　貴文
金津卓球スポ少 美山卓球スポ少 清水クラブＪｒ 1-8

片矢　理人 竹澤　敏道 梅田皆友
円山卓球スポ少 フェニックスクラブ 大野クラブＪｒ 2-5

森廣　玄羽 山崎　一希 加藤　瑠惟
フェニックスクラブ 武生南卓球スポ少 江守の里卓球部 1-9

山田  喜亮 三原　悠生 土田　勇輝
美山卓球スポ少 鯖江王山卓球スポ少 丸岡卓球ＪＳＣ 3-3

大南　翠音 清水　壱政 田中　亮成
丸岡卓球ＪＳＣ 森田Jr.卓球ｸﾗﾌﾞ 武生南卓球スポ少 1-10

大島　龍生 山本　健太 丸山　由貴
清水クラブＪｒ 卓愛　レジェンド フェニックスクラブ 2-6

宮崎  大成 坪田　和也 濱田　悠
美山卓球スポ少 江守の里卓球部 フェニックスクラブ 1-11

村田　聖 名村　敬斗 内田　貴之
円山卓球スポ少 王子保スポ少 鯖江王山卓球スポ少 4-2

藤田　一平 片岡　大輔 伊藤　淳哉
卓愛　レジェンド 鯖江王山卓球スポ少 清水クラブＪｒ 1-12

山腰洋平 大藤  優斗 加藤　慎之助
大野クラブＪｒ 美山卓球スポ少 フェニックスクラブ 2-7

丸山　海翔 小林　圭吾 山崎　寛斗
フェニックスクラブ 武生南卓球スポ少 江守の里卓球部 1-13

丸子 未央 出口　慎 南谷　諭輝
金津卓球スポ少 王子保スポ少 円山卓球スポ少 3-4

林　敦生 斎藤　友哉 道坂  宇飛
鯖江王山卓球スポ少 卓愛　レジェンド 美山卓球スポ少 1-14

林　洋輔 杉本　逸晟 伊阪　亮
武生南卓球スポ少 フェニックスクラブ 円山卓球スポ少 2-8

ｶｾ本　隆帆 小寺　正悟 西 宙也
丸岡卓球ＪＳＣ 森田Jr.卓球ｸﾗﾌﾞ 金津卓球スポ少
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平成２２年度福井市卓球選手権大会
平成２３年２月５日
旧至民中学校体育館

小学生女子シングルス

斉藤　友美 石倉  優衣 渡辺　里紗 松本　実紗
卓愛レジェンド 美山卓球スポ少 春江スポ少 森田Jr.卓球ｸﾗﾌﾞ 2-1

青山 颯季 寺下　友里菜 石倉  優羽
金津卓球スポ少 フェニックスクラブ 美山卓球スポ少 1-1

小林　彩乃 市橋　英美里 中村　美友
丸岡卓球ＪＳＣ 鯖江王山卓球スポ少 江守の里卓球部 3-1

林田 萌々香 加藤結衣 飯田　万結
金津卓球スポ少 ミナミラボ 森田Jr.卓球ｸﾗﾌﾞ 1-2

荻野　瞳 宮崎  咲羽 寺本　茉未
清水クラブＪｒ 美山卓球スポ少 フェニックスクラブ 2-2

黒味　千夏 加藤　愛理 小林  美花
江守の里卓球部 武生南卓球スポ少 美山卓球スポ少 1-3

河元　彩華 山本　彩暉 西尾真菜美 4-1

丸岡卓球ＪＳＣ 王子保スポ少 大野クラブＪｒ
小田  恭子 細川　侑夢 山内　麻衣
美山卓球スポ少 江守の里卓球部 円山卓球スポ少 2-3

山﨑　姫由 藤木　見帆 福岡  優月
フェニックスクラブ 卓愛レジェンド 美山卓球スポ少 1-4

冨澤　芹 廣瀬麻結 新本　あいら
鯖江王山卓球スポ少 大野クラブＪｒ 丸岡卓球ＪＳＣ 3-2

柳瀬萌々香 宮谷　萌生 東　深優
大野クラブＪｒ 清水クラブＪｒ 森田Jr.卓球ｸﾗﾌﾞ 1-5

榮     凛香 寺下　優花 陣祐　紗緒里
美山卓球スポ少 フェニックスクラブ 王子保スポ少 2-4

木内　愛実 橋本美波 小林  美知瑠 眞木　沙也香
フェニックスクラブ ミナミラボ 美山卓球スポ少 織田スポ少 5-1

林　千智 村中　杏 寺本  日菜子 富田　和菜
フェニックスクラブ 春江スポ少 美山卓球スポ少 織田スポ少 2-5

岩佐  綾花 旭　優香 谷口　友里華
美山卓球スポ少 大野クラブＪｒ フェニックスクラブ 1-6

久保 栞 加藤麻衣 月城　加衣
金津卓球スポ少 ミナミラボ 丸岡卓球ＪＳＣ 3-3

村山　加那子 山神　英凛 森廣　伽衣
丸岡卓球ＪＳＣ 清水クラブＪｒ フェニックスクラブ 1-7

石倉  未優 田嶋　留菜 澤田　彩乃
美山卓球スポ少 江守の里卓球部 卓愛レジェンド 2-6

大久保　澪 斉藤　茉佑 野尻  凛華
卓愛レジェンド 武生南卓球スポ少 美山卓球スポ少
西尾遙奈 小寺　祐衣 橋邊　陽和 4-2

大野クラブＪｒ 森田Jr.卓球ｸﾗﾌﾞ フェニックスクラブ 1-8

小林  美里 守内　優芽 横山　文音
美山卓球スポ少 王子保スポ少 江守の里卓球部 2-7

銅     織慧 山神　憂樺 大南　小梨
美山卓球スポ少 清水クラブＪｒ 丸岡卓球ＪＳＣ 1-9

斉藤　理紗 古屋 陽菜 山田　知加
フェニックスクラブ 金津卓球スポ少 円山卓球スポ少 3-4

井上  佳南 水上はづき 清水　優菜
美山卓球スポ少 大野クラブＪｒ 森田Jr.卓球ｸﾗﾌﾞ 1-10

南口　菜々 佐藤　菜月 渡辺　里緒
フェニックスクラブ 春江スポ少 江守の里卓球部 2-8

酒井　唯奈 野尻  静流 窪田　彩芳 中嶋　彩奈
丸岡卓球ＪＳＣ 美山卓球スポ少 鯖江王山卓球スポ少 卓愛レジェンド
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