
　　　

平成２４年度　福井市卓球選手権大会

平成２５年２月２日・３日

福井市体育館

男子４８７名・女子３０５名

優勝 林　敦生 鯖江王山スポ少 齊藤　理紗 フェニックス卓球クラブ

２位 山守　光 内灘町宮坂ジュニア 北嶋　美月 フェニックス卓球クラブ

小泉　潤朗 フェニックス卓球クラブ 伊須田　遥 若狭ＴＴＣ

寺下　拓海 フェニックス卓球クラブ 南口　菜々 フェニックス卓球クラブ

優勝 村田　聖 フェニックス卓球クラブ 土本　日南子 フェニックス卓球クラブ

２位 䋆本　隆帆 フェニックス卓球クラブ 木内　愛実 フェニックス卓球クラブ

廣田　竜大 卓愛レジェンド 酒井　唯奈 フェニックス卓球クラブ

中山　友博 フェニックス卓球クラブ 林　千智 フェニックス卓球クラブ

優勝 平木　駿 フェニックス卓球クラブ 土本　日南子 フェニックス卓球クラブ

２位 䋆本　隆帆 フェニックス卓球クラブ 木内　愛実 フェニックス卓球クラブ

口田　泰広 福井工大福井高校 酒井　唯奈 フェニックス卓球クラブ

大南　翠音 フェニックス卓球クラブ 村山　加那子 フェニックス卓球クラブ

優勝 村田　聖 フェニックス卓球クラブ 朝倉　千尋 藤島高校

２位 松田　謙吾 フェニックス卓球クラブ 藤丸　知佳 高志高校

大野　侑哉 高志高校 玉谷　友美 藤島高校

小林　弘典 藤島高校 山本　玲奈 仁愛女子高校

優勝 戸田　清孝 フェニックス卓球クラブ 遠藤　飛鳥 フェニックス卓球クラブ

２位 竹下　幸樹 フェニックス卓球クラブ 竹川　朱音 ＫＳクラブ

加能　陽一郎 フェニックス卓球クラブ 藤田　清美 卓球寺子屋

荒木　竜志 卓愛レジェンド 安野　紗智 ユティック

優勝 井手　誠 ダイトーケミックス 牧野　正子 卓愛レジェンド

２位 浜岸　寛次郎 ＴＣ大安寺 森本　喜美子 卓翔会

南　義人 川井建材 兼子　信子 卓愛レジェンド

安部　雅之 フェニックス卓球クラブ 青木　和子 卓球寺子屋

優勝 土田　浩二 美山クラブ 大久保　圭代 みのり倶楽部

２位 大嶋　實 円友会 田辺　己比子 フェニックス卓球クラブ

川久保　貴之 チームコート 阪井　美矢子 フェニックス卓球クラブ

川井　啓行 川井建材 出蔵　貴代美 美山クラブ
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平成24年度福井市卓球選手権大会

平成25年2月2日

福井市体育館

小学生男子シングルス

寺下　拓海 野尻　圭 林　頌馬

フェニックスクラブ 美山卓球スポ少 織田卓球スポ少 2-1

清水　壱政 西　宙也 原　航志  西岡　大貴

卓愛レジェンド 金津卓球スポ少 武生南スポ少  卓誠会Ｊｒ 1-1

旭　峻佑 松田　孟起 加藤　慎之助 塚本　篤朗 3-1

大野クラブＪｒ 小松Ｊｒ フェニックスクラブ 清水クラブＪｒ

南谷　諭輝  橋本　竜弥 寺下　敏倫 山腰　和輝

円山スポ少  卓誠会Ｊｒ フェニックスクラブ 卓愛レジェンド 2-2

山田　喜亮 浦谷　章寛  上杉　駿仁 北島　英嗣

美山卓球スポ少 若狭ＴＴＣ  丸岡卓球ＪＳＣ フェニックスクラブ 4-1

山守　光 前田　佳哉  道坂　宇飛 斉藤　秀幸

内灘町宮坂Ｊｒ 味真野スポ少  美山卓球スポ少 金津卓球スポ少 2-3

丸山　由貴 森田　嵩史  土田　勇輝 石川　　聖

フェニックスクラブ 卓誠会Ｊｒ  丸岡卓球ＪＳＣ 清水クラブＪｒ 1-2

片岡　大輔 田邉　航生 斎藤　友哉 佐藤　光平

鯖江王山スポ少 森田Ｊｒ.卓球クラブ 卓愛レジェンド 織田卓球スポ少 3-2

丸山　海翔 羽尾　知之 黒木　亮太 松本　恵斗

フェニックスクラブ 若狭ＴＴＣ 卓誠会Ｊｒ 春江スポ少 1-3

河村　直喜 伊藤　淳哉 鈴木　敬太 清水　海政

なめりかわＴＴＣ 清水クラブＪｒ 今庄卓球スポ少 卓愛レジェンド 2-4

山腰　洋平 野村　俊介 山﨑　虹輝 小田　悠生 5-1

大野クラブＪｒ 円山スポ少 フェニックスクラブ 卓愛レジェンド

小泉　潤朗 竹内　利也 牧野　圭亮

フェニックスクラブ 清水クラブＪｒ 卓誠会Ｊｒ 2-5

松本　光史 冨田　一寿 川畑　那智 平田　裕也

エンデバー・メイト 織田卓球スポ少 フェニックスクラブ 春江スポ少 1-4

南谷　健太 玉村　森太郎 大藤　哲太 小林　大輝 3-3

円山スポ少 味真野スポ少 美山卓球スポ少 卓愛レジェンド

杉本　逸晟 酒井　孝輔 竹内　将馬 今村　優樹

フェニックスクラブ 若狭ＴＴＣ 丸岡卓球ＪＳＣ 卓誠会Ｊｒ 2-6

小林　達尚 福岡　慶樹 森廣　扇兜 木村　豪

卓愛レジェンド 鯖江王山スポ少 フェニックスクラブ 森田Ｊｒ.卓球クラブ 4-2

麻王　大夢 生田　晴渡 佐々木　郁美 谷口　晴哉

フェニックスクラブ 内灘町宮坂Ｊｒ 卓愛レジェンド 卓誠会Ｊｒ 2-7

大藤　遥稀 加藤　航 加藤　龍之介 石川　　巧

大野クラブＪｒ 武生南スポ少 フェニックスクラブ 清水クラブＪｒ

水嶋　治樹  橋本　将弥 坂野　大輔 山腰　直輝 3-4

フェニックスクラブ  卓誠会Ｊｒ 金津卓球スポ少 卓愛レジェンド 1-5

宮崎　大成 東　輝正 清水　貴文 林　滉裕

美山卓球スポ少 春江スポ少 清水クラブＪｒ 織田卓球スポ少 2-8

林　敦生 浦谷　隆勢 伊藤　将希

鯖江王山スポ少 若狭ＴＴＣ フェニックスクラブ
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平成24年度福井市卓球選手権大会

平成25年2月2日

福井市体育館

小学生女子シングルス

齊藤　理紗 富田　柚希 澤　和希

フェニックスクラブ 織田卓球スポ少 あすなろＳＴＣ 2-1

青山　颯季 北川　奈々聖 吉田　来夢 三田村　笑実

金津卓球スポ少 誠心クラブ 春江スポ少 味真野スポ少 1-1

廣瀬　麻結 川畑　明日香 重田　唯乃 中西　莉瑚

大野クラブＪｒ フェニックスクラブ 若狭ＴＴＣ 卓誠会Ｊｒ 3-1

森廣　伽衣 松本　実紗 谷口　鈴香 寺本　亜矢子

フェニックスクラブ 森田Ｊｒ．卓球クラブ 今庄卓球スポ少 美山卓球スポ少 1-2

小林　優衣 横山　文音 渡辺　真菜美 鈴木　彩峰

卓愛レジェンド 卓誠会Ｊｒ 春江スポ少 味真野スポ少 2-2

田中　愛乃 伊藤　由依 河村　歩美 寺下　未来

武生南スポ少 金津卓球スポ少 なめりかわＴＴＣ フェニックスクラブ 1-3

石倉　未優 富田　和菜 山田　陽向花 浦谷　理恵子 4-1

美山卓球スポ少 織田卓球スポ少 大野クラブＪｒ 若狭ＴＴＣ

寺下　優花 野尻　凛華 松葉　薫 山神　英凜

フェニックスクラブ 美山卓球スポ少 糸生卓球スポ少 清水クラブＪｒ 2-3

竹澤　花奈 高野　江梨 直江　杏 太田　朱音

今庄卓球スポ少 味真野スポ少 フェニックスクラブ 金津卓球スポ少 1-4

伊須田　遥 小林　来夢 木村　さき 長谷川　明璃

若狭ＴＴＣ 武生南スポ少 糸生卓球スポ少 春江スポ少 3-2

桶　あいな 原　芽生 前田　恭佳 谷口　良那

内灘町宮坂Ｊｒ 若狭ＴＴＣ 味真野スポ少 今庄卓球スポ少 1-5

石倉　優羽 飯田　知花 太田　愛有未 寺下　萌香

美山卓球スポ少 森田Ｊｒ．卓球クラブ 糸生卓球スポ少 フェニックスクラブ 2-4

山﨑　姫由 石田　夏樹 中村　美友 大下　みさ紀 5-1

フェニックスクラブ 春江スポ少 卓誠会Ｊｒ 一条クラブ

南口　菜々 嶋田　優弥 田邉　瑠衣

フェニックスクラブ 織田卓球スポ少 森田Ｊｒ．卓球クラブ 2-5

桒田　千帆 直江　蓮 伊藤　天音 松葉　葵

若狭ＴＴＣ フェニックスクラブ 金津卓球スポ少 糸生卓球スポ少 1-6

 寺本　日菜子 直井　友希 寺木　さくら 清水　美衣

 美山卓球スポ少 鯖江王山スポ少 今庄卓球スポ少 味真野スポ少 3-3

桶　ほのか 野村　茉友佳 前田　絵梨奈 水野　真莉

内灘町宮坂Ｊｒ 糸生卓球スポ少 武生南スポ少 味真野スポ少 1-7

橋邊　陽和 西尾　真菜美 加藤　あゆみ 谷口　愛

フェニックスクラブ 大野クラブＪｒ 春江スポ少 若狭ＴＴＣ 2-6

橋本　美波 冨田　侑希 木村　みゆ 加藤　美友

ミナミラボ 織田卓球スポ少 江守の里子供会 今庄卓球スポ少 4-2

大南　小梨 三上　真子 浜野　仁湖 前田　成美

フェニックスクラブ 春江スポ少 卓誠会Ｊｒ 森田Ｊｒ．卓球クラブ 2-7

川畑　葉那 古屋　陽菜  宇野　友起晃 牛若　由梨

フェニックスクラブ 金津卓球スポ少  味真野スポ少 糸生卓球スポ少 1-8

大藤　沙月 武内　小春 福岡　優月 中西　可純

大野クラブＪｒ 若狭ＴＴＣ 美山卓球スポ少 卓誠会Ｊｒ 3-4

石倉　優衣  野村　海月 小林　新生 久野　真果

美山卓球スポ少  糸生卓球スポ少 武生南スポ少 フェニックスクラブ 1-9

濱井　千季 坂本　実咲 孫谷　そら 澤　侑希

若狭ＴＴＣ 春江スポ少 織田卓球スポ少 あすなろＳＴＣ 2-8

北嶋　美月 土井　栞里 森國　萌香

フェニックスクラブ 味真野スポ少 卓愛レジェンド
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平成24年度福井市卓球選手権大会

平成25年2月2日

福井市体育館

中学生男子シングルス その１

松田　謙吾  田渕　浩平 髙村　祐仁 島田　和弥

フェニックスクラブ  清水中学校 成和中学校 至民中学校 2-1

片岡　俊貴 飯田　智人 坂井　勇介  岩田　凌弥

中央中学校 気比中学校 丸岡南中学校  進明中学校 1-1

本道　侑汰 髙嶋　大亮 山内　勇人 水野　政隆

足羽第一中学校 足羽中学校 陽明中学校 開成中学校 3-1

笠島　正虎  寺本　隼人 𡧃随　侃 井上　岳人

殿下中学校  美山中学校 成和中学校 進明中学校 1-2

梅田　皆友 竹本　公典 中川　陽登 椎田　豊理

開成中学校 大東中学校 足羽第一中学校 森田中学校 2-2

小野　岳人 杉田　達哉 中村　匠汰 池田　一成

気比中学校 開成中学校 卓誠会Jr 丸岡南中学校 1-3

松村　優一郎 荒井　一孝 中村　優介  勝倉　啓太

明道中学校 足羽中学校 光陽中学校  清水中学校 4-1

 山守　光 山田　憲伸 中村　和弦 吉川　翔太郎
 内灘町宮坂ジュニア 成和中学校 開成中学校 明道中学校 1-4

大谷　幸希 大嶋　啓史 矢野　裕太 角田　隼輔

丸岡南中学校 フェニックスクラブ 進明中学校 気比中学校 2-3

表　孝典  鎌田　百福 北澤　亮太 山内　拓己

丸岡南中学校  清水中学校 灯明寺中学校 大東中学校 1-5

宮下　蔵太 田中　健太郎 橋本　航汰 土村　貫太

フェニックスクラブ 足羽第一中学校 足羽中学校 森田中学校 3-2

伊藤　栄祐 中村　兼蔵 松浦　颯太 前田　優作

進明中学校 足羽第一中学校 丸岡南中学校 開成中学校 1-6

山口　実塁 上田　勇仁 本岡　亮浩 宮本　碧人

成和中学校 足羽中学校 気比中学校 至民中学校 2-4

廣田　竜大 宮前　ホアン  西村　和俊 吉村　衛人

卓愛レジェンド 光陽中学校  清水中学校 明道中学校 5-1

村田　聖  武内　慶太 吉田　風雅 山崎　良太

フェニックスクラブ  気比中学校 足羽中学校 成和中学校 2-5

山下　魁一 長谷川　権一 齊藤　陽斗 高橋　史也

気比中学校 大東中学校 開成中学校 丸岡南中学校 1-7

松本　泰輝 塩田　爽 諏訪　友也 小川　隼典

森田中学校 進明中学校 足羽第一中学校 殿下中学校 3-3

山田　雄太 酒井　大翔 加藤　至恩 塩田　崚貴

開成中学校 森田中学校 フェニックスクラブ 進明中学校 1-8

西村　勇輝 山崎　寛斗 柿本　裕亮  吉田　晃大

足羽中学校 至民中学校 気比中学校  清水中学校 2-6

竹内　智哉 貴志　優介 山本　一基 高岡　輪

成和中学校 足羽第一中学校 光陽中学校 丸岡南中学校 1-9

血原　正紘 早津　敦貴 高松　岳志 松尾　英児

フェニックスクラブ 中央中学校 開成中学校 明道中学校 4-2

宇野　陽太郎 松村　悠太 原田　倫太郎 風谷　隆次

美山中学校 足羽中学校 進明中学校 森田中学校 1-10

花木　直哉 栗原　良太 木林　瑞貴 山本　健太

足羽第一中学校 丸岡南中学校 開成中学校 卓愛レジェンド 2-7

前田　圭吾 木口　大暉  宮崎　隼輔 長谷川　淑也

明道中学校 気比中学校  成和中学校 大東中学校 1-11

加藤　瑠惟 福田　智弥 池田　光希  坂下　雄太

至民中学校 開成中学校 光陽中学校  清水中学校 3-4

 鷲田　朋也 五十嵐　聖 前川　尚広 豊田　大樹

 清水中学校 足羽第一中学校 丸岡南中学校 進明中学校 1-12

 中嶋　駿太 髙澤　光煕 大藤　優斗 原　悠貴

 陽明中学校 足羽中学校 美山中学校 気比中学校 2-8

平木　駿 稲垣　広青 加藤　悠 鈴木　優太

フェニックスクラブ 明道中学校 中央中学校 成和中学校
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平成24年度福井市卓球選手権大会

平成25年2月2日

福井市体育館

中学生男子シングルス その２

䋆本　隆帆 井上　貴仁  塚本　惇哉 畑　剛志

フェニックスクラブ 足羽中学校  清水中学校 至民中学校 2-9

坂元　孝平  木村　和喜 木下　景太 篠原　誠

明道中学校  足羽第一中学校 丸岡南中学校 開成中学校 1-13

松永　賢斗 齋藤　優輝 杉田　葵  岩﨑　快斗

気比中学校 進明中学校 成和中学校  森田中学校 3-5

渡邊　築 高津　龍馬 山本　悠斗 東　響希

灯明寺中学校 丸岡南中学校 気比中学校 フェニックスクラブ 1-14

髙木　健人 大久保　介登 山下　達也 髙島　宣希

進明中学校 開成中学校 足羽第一中学校 中央中学校 2-10

木下　紘光 八代　学 村中　慎弥  山下　一哉

足羽中学校 明道中学校 開成中学校  清水中学校 1-15

廣瀬　孝平 野阪　陸 柳原　陽斗 山口　達也

陽明中学校 進明中学校 光陽中学校 成和中学校 4-3

 高木　大輔 堂坂　一茶 増田　淳之介 渡部　弥彦

 エンデバー・メイト 開成中学校 大東中学校 足羽中学校 1-16

 西郷　誠人 上田　陸 伊藤　凌 小鍛治　竜

 清水中学校 明道中学校 至民中学校 進明中学校 2-11

深治　遼也 高嶋　政也 岩崎　拓 宮崎　史也

足羽第一中学校 美山中学校 気比中学校 成和中学校 1-17

後藤　晴輝  伊藤　恭介 鱸　遼太郎 前川　雄飛

光陽中学校  開成中学校 森田中学校 丸岡南中学校 3-6

藤田　晴己 新山　大輝 畑中　雄太 浦井　浩輝

卓誠会Jr 足羽中学校 開成中学校 成和中学校 1-18

加藤　佑亮 吉田　航志 前田　祥吾 藤本　崇紀

森田中学校 殿下中学校 気比中学校 進明中学校 2-12

藤田　一平 中山　克拓 澤田　玲也  加藤　涼太

フェニックスクラブ 中央中学校 足羽第一中学校  清水中学校 5-2

大南　翠音 角野　昇太 坂井　琢真  栗田　雄斗

フェニックスクラブ 足羽中学校 明道中学校  清水中学校 2-13

尾崎　元哉 横山　竜一 北川　遊星 大塚　和希

開成中学校 卓誠会Jr 丸岡南中学校 進明中学校 1-19

朝井　章太 向井　歩 杉本　京平 山口　綾友

成和中学校 光陽中学校 気比中学校 足羽第一中学校 3-7

木下　徳大 諏訪　良太 村田　宥人 三澤　史樹

丸岡南中学校 足羽第一中学校 開成中学校 明道中学校 1-20

 堀　弘和 植木　智也 坂本　克隆 内藤　涼介

 清水中学校 気比中学校 フェニックスクラブ 大東中学校 2-14

柴田　一輝 河村　篤郎 田中　雄輝 漆崎　雄哉

気比中学校 進明中学校 森田中学校 足羽中学校 1-21

森廣　玄羽 髙島　祐輔 山本　誠也 山本　雄也

フェニックスクラブ 中央中学校 開成中学校 成和中学校 4-4

坪田　卓也  川島　隆太郎 齊門　遼河 金森　隆志

卓愛レジェンド  清水中学校 開成中学校 陽明中学校 1-22

上田　慎太郎 印牧　大輝 西川　竜之介 岩佐　和起

進明中学校 開成中学校 光陽中学校 足羽第一中学校 2-15

田中　大輝 笹嶋　将人 西島　晴玲 吉見　瑠汰

森田中学校 美山中学校 気比中学校 足羽中学校 1-23

片矢　理人 佐々木　優吏 飛田　泰雅 堂下　伊織

大東中学校 進明中学校 明道中学校 成和中学校 3-8

川越　佑人 猪嶋　港  後藤　謙介 田治　諒也

美山中学校 開成中学校  清水中学校 足羽第一中学校 1-24

吉田　光希 南部　蒼太 笈田　龍祈 友田　和希

足羽中学校 進明中学校 森田中学校 灯明寺中学校 2-16

中山　友博 竹内　征一郎 松本　直己 山口　宗紘

フェニックスクラブ 明道中学校 成和中学校 気比中学校
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平成24年度福井市卓球選手権大会

平成25年2月2日

福井市体育館

中学生女子シングルス

酒井　唯奈 北畑　琴絵 西澤　歩月
フェニックスクラブ 至民中学校 開成中学校 2-1

佐藤　菜月 山田　千尋 伊藤　由愛 佐野　優衣

春江中学校 金津中学校 織田中学校 至民中学校 1-1

東　深優  金吾　菜々瀬 丹羽　絵里加 中嶋　葵 3-1

森田中学校  松陵中学校 明道中学校 内灘中学校
西尾　遥奈  齊藤　悠花 窪田　沙椰 澤田　彩乃
開成中学校  松陵中学校 今庄中学校 卓愛レジェンド 2-2

寺下　友里菜 堂高　美緒 田中　千聖 高橋　冴南 4-1

フェニックスクラブ 金津中学校 県立ろう学校 至民中学校
夷藤　有香 大南　美鈴 高田　有彩 池田　茅聖
内灘中学校 金津中学校 至民中学校 開成中学校 2-3

林田　萌々香 宮下　響 染谷　美久 髙嶋　美彩
金津卓球スポ少 至民中学校 足羽第一中学校 春江中学校 3-2

渡辺　里紗  慶秀　千鳴 澤井　優海 五島　千裕
春江中学校  松陵中学校 至民中学校 織田中学校 2-4

松田　涼澄香 吉島　千尋 瀧見　千慧  澤崎　至恩 5-1

小松ジュニア 開成中学校 春江中学校  明道中学校
土本　日南子 水上　はづき 宮下　愛実 岩佐　花菜
フェニックスクラブ 開成中学校 内灘中学校 春江中学校 2-5

藤木　見帆  熊谷　妃美香 元山　涼華 藤田　実穂
卓愛レジェンド  松陵中学校 至民中学校 今庄中学校 3-3

眞木　沙也香 石上　ひかる 石川　万貴  片山　実優
織田中学校 明道中学校 開成中学校  春江中学校 2-6

井上　夏奈 土田　梨央  新本　藍羅 吉村　莉子

内灘中学校 至民中学校  丸岡中学校 春江中学校 4-2

久保　栞 形部　結香 上坂　彩 長　奏子

金津中学校 開成中学校 織田中学校 春江中学校 2-7

田嶋　留菜 渡辺　結佳 杉田　実謹 猪野　彩音
至民中学校 春江中学校 明道中学校 開成中学校 3-4

浅田沙耶華 西川　ゆきの 田野　香織 田中　夕貴
鯖江中 金津中学校 至民中学校 開成中学校 2-8

林　真子 辻岡　愛々 松下　恭子 西岡　亜梨紗

フェニックスクラブ 至民中学校 陽明中学校 春江中学校 6-1

木内　愛実 村中　優莉彩  竹迫　友美 加藤　由惟

フェニックスクラブ 今庄中学校  松陵中学校 織田中学校 2-9

 北野　真帆 森　真七会 髙間　早希 福矢　彩乃
 松陵中学校 至民中学校 春江中学校 金津中学校 3-5

森　美月 柴田　絵理花 田屋　琴音  上山　実夕
丸岡南中 至民中学校 内灘中学校  県立ろう学校 2-10

柳瀬　萌々香 山口　楓 道下　未蓮  坪田　悠香

陽明中学校 至民中学校 開成中学校  春江中学校 4-3

黒味　千夏 高津　果琳 河端　莉奈 石田　紗都
至民中学校 開成中学校 春江中学校 織田中学校 2-11

村山　加那子  大谷　彩絵 加藤　千尋 勝　美陽

フェニックスクラブ  松陵中学校 春江中学校 金津中学校 3-6

井坂　心 重永　成美 中村　花菜 大谷　美咲
今庄中学校 至民中学校 開成中学校 足羽第一中学校 2-12

佐藤　鈴捺 正藤　美咲  岡　優結 長谷川　愛
内灘中学校 春江中学校  松陵中学校 金津中学校
大下　久美子 木下　夏那 坂本　伽那 松井　望美 5-2

一条クラブ 開成中学校 明道中学校 春江中学校 2-13

蓑輪　知子 櫟原　春奈  松永　望 伊部　雪乃
金津中学校 春江中学校  松陵中学校 織田中学校 3-7

 小林　彩乃 冨田　一葉 松羅　琉衣 川西　優
 丸岡中学校 開成中学校 至民中学校 春江中学校 2-14

大久保　澪 山口　有理奈  吉川　明里 奥村　詩音
卓愛レジェンド 金津中学校  丸岡中学校 至民中学校
上島　千佳 平澤　萌香 鈴木　美彩 松田　歩海 4-4

内灘中学校 今庄中学校 春江中学校 開成中学校 2-15

村中　杏  中　桜祭 水野　夏音 伊藤　愛華
春江中学校  松陵中学校 至民中学校 足羽中学校
細川　侑夢  谷口　明日香 清水　優菜 木村　美玖 3-8

至民中学校  金津中学校 卓愛レジェンド 開成中学校 1-2

永滝　彩実 鈴木　麻友 五十嵐　愛海  坂口　瑠菜

内灘中学校 織田中学校 明道中学校  松陵中学校 2-16

林　千智 五十嵐　也珠 大池　寧々
フェニックスクラブ 春江中学校 県立ろう学校
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平成２４年度福井市卓球選手権大会

平成２５年２月３日

福井市体育館

高１男子シングルス

口田　泰広 坂本　克隆 能州　佑樹 松浦　知輝

福井工大福井高校 フェニックスクラブ 啓新高校 羽水高校 2-1

 小川　貴裕  堤　広樹  小泉　潤朗

 科学技術高校  福井工大福井高校  フェニックスクラブ 1-1

久末　佑二 山口　雄大 大森　翔 3-1

金津高校 藤島高校 羽水高校

中山　友博 中川　堅太 岡本　隆史

フェニックスクラブ 藤島高校 羽水高校 2-2

伊藤　直之 田中　陽大 佐飛　昌平

羽水高校 福井工大福井高校 科学技術高校 4-1

平木　駿 柳川　祐輝 宮本　大喜

フェニックスクラブ 金津高校 県立ろう学校 2-3

末永　大和 橋本　直樹 今村　真一朗

大野高校 羽水高校 藤島高校 1-2

山越　翔 村田　裕樹 吉田　真哉

啓新高校 金津高校 福井工大福井高校 3-2

泉　翔馬 大嶋　啓史 川崎　光基

藤島高校 フェニックスクラブ 羽水高校 1-3

長岡　宏樹 宮崎　克 染谷　龍一

金津高校 福井工大福井高校 啓新高校 2-4

廣田　竜大 清水　悠太郎 上田　悠生

卓愛レジェンド 羽水高校 科学技術高校 5-1

森瀬　慎也 尾崎　稜 藤嶋　悠希

啓新高校 羽水高校 科学技術高校 2-5

上島　一樹 麻王　大夢 澤　達也

藤島高校 フェニックスクラブ 福井工大福井高校 1-4

片川　純太 浅田　拓海 山根　元気

高志高校 金津高校 羽水高校 3-3

中村　悠平 山口　貴大 滝波　俊平

福井工大福井高校 金津高校 藤島高校 1-5

飯田　篤司 土性　太一 乾川晃太郎

羽水高校 科学技術高校 大野高校 2-6

䋆本　隆帆 黒味　広豊 元塚　稜

フェニックスクラブ 福井工大福井高校 羽水高校 4-2

大嶋　崇誠 橋本　玲 近藤　稜

金津高校 科学技術高校 藤島高校 2-7

藤田　一平 松谷　悠介 堀　永一

フェニックスクラブ 大野高校 羽水高校 1-6

揚原　拓真 野路　高寛 毛利　洋彰

科学技術高校 福井工大福井高校 県立ろう学校 3-4

泉　光樹 中村　克行 村田　禎朗

啓新高校 藤島高校 羽水高校 1-7

大南　翠音 小川　大輝 野路　優哉

フェニックスクラブ 福井工大福井高校 科学技術高校 2-8

天方　迪也 山脇　健吾 東　響希  津村　真治

藤島高校 羽水高校 フェニックスクラブ  科学技術高校
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平成２４年度福井市卓球選手権大会

平成２５年２月３日

福井市体育館

高２男子シングルス

大野　侑哉 上濵　善博 浅野　弘昂

高志高校 科学技術高校 羽水高校 2-1

砂川　城二 島田　誠也 中道　雄己

県立ろう学校 藤島高校 科学技術高校 1-1

山本　周平 岩本　清澄 反保　大輝

羽水高校 高志高校 福井工大福井高校 3-1

平田　智憲 明石　智樹 佐藤　元希

啓新高校 藤島高校 高志高校 1-2

村田　聖 小泉　秀弥 村田　健太朗

フェニックスクラブ 科学技術高校 羽水高校 2-2

竹内　嵩純 宮﨑　利輝 坂川　裕一朗

福井工大福井高校 羽水高校 藤島高校 4-1

小林　弘典 三田　聖人 近藤　臣亮

藤島高校 羽水高校 北陸高等学校 2-3

佐藤　佑樹 刀禰　健 佃　和成

高志高校 藤島高校 県立ろう学校 1-3

角谷　颯太 橋梅　佑宜 松木　健真

羽水高校 高志高校 科学技術高校 3-2

松田　謙吾 椿原　悠平 野村　直翔

フェニックスクラブ 県立ろう学校 羽水高校 1-4

朝日　和哉 布川　徳之 寺井　達哉

科学技術高校 高志高校 藤島高校 2-4

中野　行賢 川端　佑弥 大山　匠

金津高校 福井工大福井高校 藤島高校

高１女子シングルス

木内　愛実 西氏　結香 帰山　晴香

フェニックスクラブ 仁愛女子高校 高志高校 2-1

坂口　美佳 大南　小梨 大野　遥香

藤島高校 フェニックスクラブ 卓愛レジェンド 1-1

田中　麻弥 瀧見　千慧 江崎　恵以 3-1

金津高校 春江中学校 高志高校

林　千智 久保　栞 笠井　華乃

フェニックスクラブ 金津卓球スポ少 藤島高校 2-2

村山　加那子 川中　恵莉 長　奏子

フェニックスクラブ 仁愛女子高校 春江中学校 4-1

林　真子 東　新菜  奥田　七海

フェニックスクラブ 金津高校  仁愛女子高校 2-3

土本　日南子 渡邉　沙知子 髙橋　実桜

フェニックスクラブ 藤島高校 高志高校

杉本　昌穂 村中　杏 上中　沙衿 3-2

仁愛女子高校 春江中学校 藤島高校 1-2

中山　晴菜 河上　明香里 林田　萌々香

金津高校 高志高校 金津卓球スポ少 2-4

酒井　唯奈 木下　志穂  村中　梨衣

フェニックスクラブ 県立ろう学校  仁愛女子高校
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平成２４年度福井市卓球選手権大会

平成２５年２月３日

福井市体育館

高２女子シングルス

朝倉　千尋 藤丸　知佳 丸山　彩香 北野　祐衣

藤島高校 高志高校 県立ろう学校 藤島高校

山本　玲奈 玉谷　友美 磯川　由衣

仁愛女子高校 藤島高校 高志高校

一般男子３部シングルス

大嶋　實 宇野　昭二 安藤　學 久保田　正

円友会 美山クラブ チームコート あすなろクラブ

揚原　隆太 加藤　文洋 宮本　祐二 中山　賢一

ＴＣ大安寺 ＷＰＣ 美山クラブ あすなろクラブ

冨永　時弘 土保　清幸 田端　祐治 村舘　広志

みのり倶楽部 美山クラブ あすなろクラブ 森田クラブ

土田　浩二 北川　泰男 小嶋　順一 直江　周一

美山クラブ みのり倶楽部 フェニックスクラブ あすなろクラブ

小野田　良朗 上田　禎一 黒坂　保夫 湯浅　弘明

森田クラブ プラスアルファ あすなろクラブ チームコート

川井 啓行 中村 章治 前田 周二 林 衆太

1

2

1

2

3

4

5

1-1 1-2

2-1
藤島高校

1 - 1 朝倉 藤島高校 1 - 2

2 - 1

藤丸

山本

高志高校

仁愛女子高校2 - 2 玉谷

川井　啓行  中村　章治 前田　周二 林　衆太

川井建材  あすなろクラブ プラスアルファ チームコート

村瀬　康夫 鵜飼　祐充 広瀬　伸一郎

あすなろクラブ チームコート 美山クラブ

川久保　貴之 土性　和彦 橋詰　勝利

チームコート 卓会 みのり倶楽部

6

7

8

1-1 1-5

2-1 2-3

1-2 1-6

3-1 3-2

4-1

1-3 1-7

2-2 2-4

1-4 1-8

4 - 1 土田 美山クラブ 宮本 美山クラブ 2 - 1

3 - 2 田端 あすなろク 大嶋 円友会 1 - 2

広瀬 美山クラブ 7 - 1

6 - 2 前田 プラスアルファ 土性

5 - 1 小野田 森田クラブ

卓会 8 - 2

8 - 1 川久保 チームコート 川井 川井建材 6 - 1

7 - 2 村瀬 あすなろク 黒坂 あすなろク 5 - 2

土保 美山クラブ 3 - 1

2 - 2 揚原 ＴＣ大安寺 直江

1 - 1 宇野 美山クラブ

あすなろク 4 - 2



平成２４年度福井市卓球選手権大会

平成２５年２月３日

福井市体育館

一般男子１部シングルス

戸田　清孝 山田　崇博 木原　治人

フェニックスクラブ やしろず 美山クラブ

荒木　竜志 田辺　和也  永井　貴志 福田　克彦　

卓愛レジェンド ＢＯＯＳＴ  みのり倶楽部 やしろず

渡辺　光 岩堀　利康 竹下　幸樹 高尾　北斗

北陸電力 Ｔ３ フェニックスクラブ ＫＳクラブ

戸田　友和 中出　正夫 西本　薫 内田　博之

福井工業大学 Ｔ３ 北陸電力 福井信用金庫

玉山　昌右 田中　俊史 加能　陽一郎 西本　浄

福井ベテラン会 ＴＣ大安寺 フェニックスクラブ 卓会

一般男子２部シングルス

5

2

3

4

1

2-1 2-3

1-1

3-1 3-2

4-1 1-2

2-2 2-4

荒木 卓愛レジェンド 2 - 14 - 1 戸田　友

5 - 1 加能 フェニックス 山田 やしろず 1 - 2

3 - 2 渡辺 北陸電力 中出 Ｔ３ 4 - 2

竹下 フェニックス 3 - 1

2 - 2 福田 やしろず 玉山

1 - 1 戸田　清 フェニックス

福井ベテラン会 5 - 2

加藤　浩司 安部　雅之 村田　公造

卓会 フェニックスクラブ 美山クラブ

西本　真 木村　成一 前川　諭一郎

卓会 川井建材 あすなろクラブ

道坂　三津雄 斎藤　稔 酒井　与志夫 水上　昭彦

美山クラブ みのり倶楽部 森田クラブ プラスアルファ

百々　普 松川　修治 澤田　佳明 小坂　佳史

森田クラブ 美山クラブ ダイトーケミックス 中藤ＴＣ

浜岸　寛次郎 吉村　幸雄 中村　進 境井　定一

ＴＣ大安寺 あすなろクラブ みのり倶楽部 勝山きらり

十田　あつし 井手　誠 矢戸　英幸  村田　昌弘

卓誠会 ダイトーケミックス 円友会  円友会

南　義人  重森　昭博 佐川　稔 野村　祥吾

川井建材  中藤ＴＣ 卓翔会 みのり倶楽部
7

1

2

3

4

5

6

2-1 1-4

1-1 2-3

3-1 3-2 1-5

4-1

1-2

2-2 1-6

1-3 2-4

4 - 1 澤田 ダイトーケミックス 木村 川井建材 2 - 1

2 - 2 前川 あすなろク 中村 みのりク 5 - 2

井手 ダイトーケミックス 6 - 1

3 - 2 道坂 美山クラブ 南

5 - 1 浜岸 ＴＣ大安寺

川井建材 7 - 1

7 - 2 野村 みのりク 松川 美山クラブ 4 - 2

6 - 2 矢戸 円友会 村田 美山クラブ 1 - 2

1 - 1 安部 フェニックス 斉藤 みのりク 3 - 1



平成２４年度福井市卓球選手権大会

平成２５年２月３日

福井市体育館

一般女子1部シングルス

安野　紗智 藤田　清美 朝日　信子

ユティック 卓球寺子屋 チームスピリッツ

遠藤　飛鳥 竹川　朱音 平内　美津江

フェニックスクラブ ＫＳクラブ チームスピリッツ

一般女子２部シングルス

青木　和子 森国　カズ子 寺嶋　禮子 野村　宏恵

卓球寺子屋 卓愛レジェンド プラスアルファ みのり倶楽部

兼子　信子 金具　千恵子 堤　このえ 橋本　百合子

卓愛レジェンド 中藤ＴＣ 水仙クラブ チームスピリッツ

森本　喜美子 牧野　正子 大久保　佐智子

卓翔会 卓愛レジェンド 水仙クラブ

山田　信子 泊　久子 長谷川　一枝 高波　千栄美

勝山きらり フェニックスクラブ ユティック チームスピリッツ

1

2

1

2

3

4

1-1 1-3
森本 卓翔会 3 - 11 - 1 寺嶋 プラスアルファ

1-1 1-2

2-1

1 - 1 安野 ユティック

2 - 2 竹川 ＫＳクラブ

藤田 卓球寺子屋 1 - 2

遠藤 フェニックス 2 - 1

一般女子３部シングルス

小山　桂子 阪井　美矢子 永木　真理子 笠羽　都子

明新クラブ フェニックスクラブ 卓会 卓愛レジェンド

出蔵　貴代美 北嶋　仁子 武藤　美紀子 松崎　幸恵

美山クラブ フェニックスクラブ 卓球寺子屋 卓会

田辺　己比子 橋詰　まり 土性　直子 坪田　幸子

フェニックスクラブ 美山クラブ 卓会 卓球寺子屋

力石　喜代子 後藤　幸子 吉田　典子 大久保　圭代

ＷＰＣ 卓球寺子屋 プラスアルファ みのり倶楽部
4

1

2

3

2-1 2-2

3-1

1-2 1-4

堤 水仙クラブ 2 - 14 - 1 高波 チームスピリッツ

勝山きらり 4 - 2

3 - 2 牧野 卓愛レジェンド 青木 卓球寺子屋 1 - 2

2 - 2 兼子 卓愛レジェンド 山田

1-1 1-3

2-1 2-2

3-1

1-2 1-4

出蔵 美山クラブ 2 - 14 - 1 大久保 みのりク

4 - 2

3 - 2 坪田 卓球寺子屋 小山 明新クラブ 1 - 2

後藤2 - 2 松崎 卓会

1 - 1 阪井 フェニックス

卓球寺子屋

田辺 フェニックス 3 - 1


