
第２３回福井市小学生卓球大会

平成２６年１１月９日

福井市体育館

バンビ男子

川畑　孔明 近藤　快成 堀本　爽太郎 森脇　寛太

フェニックスクラブ 卓愛レジェンド ミナミラボ 若狭TTC 1-1

小田　悠生 福田　心 村井　海樹

卓愛レジェンド あすなろSTC フェニックスクラブ 2-1

山腰　直樹 川畑　那央 重僧　礼夢

卓愛レジェンド フェニックスクラブ 美山スポ少 1-2

水野　登偉 久保　星多郎 大山　北斗

円山卓球スポ少 清水クラブJr 若狭TTC

バンビ女子

吉田　愛佳 重僧　莉依世 林　　姫菜 平田　詩織

森田Ｊｒ．クラブ 美山スポ少 織田スポ少 卓誠会Ｊｒ 2-1

寺本　沙希子 清水　愛未 澤　　実希

美山スポ少 ミナミラボ あすなろＳＴＣ 1-1

木村　円香 安田　ひより 中野　優里奈

森田Ｊｒ．クラブ 若狭ＴＴＣ 卓誠会Ｊｒ

カブ女子
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カブ女子

大藤　沙月 内山　桜伽 伊藤　姫依 山崎　咲幸

フェニックスクラブ あさひ卓球スポ少 卓誠会JR 美浜スポ少 2-1

坂下　心優 正山　愛 野尻　結

ミナミラボ フェニックスクラブ 美山卓球スポ少 1-1

芝田　有里 藤井　菜々子 高橋　伶奈 3-1

若狭ＴＴＣ 丸岡卓球JSC 万葉ＪＴＣ

寺本　亜矢子 下出　帆希 高橋　里奈

美山卓球スポ少 武生南スポ少 若狭ＴＴＣ 2-2

寺下　萌香 清水　樹 嶋田　佳奈栄

フェニックスクラブ あさひ卓球スポ少 織田卓球スポ少 4-1

大下　みさ紀 安田　早咲香 植村　乃々愛

若狭ＴＴＣ フェニックスクラブ 円山卓球スポ少 2-3

森國　萌花 中野　理咲子 水野　真莉

卓愛レジェンド 卓誠会JR 万葉ＪＴＣ

田中　杏奈 朝日　悠梨 大山　莉沙 3-2

武生南スポ少 森田Jr.ｸﾗﾌﾞ 若狭ＴＴＣ 1-2

澤　侑希 森脇　実乃里 谷崎　愛理

あすなろSTC 若狭ＴＴＣ 万葉ＪＴＣ 2-4

直江　杏 畑　明梨 堂下　美海 佐々木　悠羽

フェニックスクラブ 丸岡卓球JSC 美山卓球スポ少 あさひ卓球スポ少
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第２３回福井市小学生卓球大会

平成２６年１１月９日

福井市体育館

カブ男子

山本　祥吾 山寺　倫基 奥村　侑生

ミナミラボ 鯖江王山スポ少 美浜スポ少 2-1

大坂 浩史 土田 健眞 野崎 耕平

1

大坂　浩史 土田　健眞 野崎　耕平

三国卓球クラブ 卓誠会JR 卓愛レジェンド 1-1

矢戸　結斗 西川　功 佐々木　清和

円山スポ少 フェニックスクラブ 武生南スポ少 3-1

清水　海政 橋本　泰知 岡　暖大

卓愛レジェンド ミナミラボ あさひスポ少 1-2

澤井　健太 水野　丈偉 若泉　颯

美浜スポ少 円山スポ少 万葉ＪＴＣ 2 2
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美浜スポ少 円山スポ少 万葉ＪＴＣ 2-2

磯川　拓斗 小林　大輝 斉藤　寛人

ミナミラボ 卓愛レジェンド 大野クラブＪｒ 1-3

森廣　扇兜 矢尾　勇斗 冨田　翔唯 4-1

フェニックスクラブ 春江スポ少 三国卓球クラブ

川畑　那智 佐々木　琉聖 林　理人

フェニックスクラブ 大野クラブＪｒ ミナミラボ 2-3

岩本 貫汰 松井 勇人 酢原 靖翔
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岩本　貫汰 松井　勇人 酢原　靖翔

若狭ＴＴＣ 武生南スポ少 三国卓球クラブ 1-4

長谷川　隼大 山下　航世 宮腰　大輝

ミナミラボ 円山スポ少 卓愛レジェンド 3-2

山口　玲生 野尻　凌吾 清水　雅生

ミナミラボ 卓愛レジェンド あさひスポ少 1-5

矢戸　航太 水上　卓哉 加藤　天星

山 ポ少 卓誠会 国卓球ク ブ
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円山スポ少 卓誠会JR 三国卓球クラブ 2-4

寺下　敏倫 橋詰　泰知 五十嵐　雅治

フェニックスクラブ 美浜スポ少 万葉ＪＴＣ
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第２３回福井市小学生卓球大会

平成２６年１１月８日

福井市体育館

ホープス男子

佐々木　駿和 橋本　将也 朝田　剛志

ミナミラボ 清水クラブＪｒ 若狭ＴＴＣ 2-1

出丹保 雄基 國嶋 勇羽 清水 真輝
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出丹保　雄基 國嶋　勇羽 清水　真輝

三国卓球クラブ 鯖江王山スポ少 丸岡卓球JSC 1-1

林　滉裕 田口　直樹 玉山　琉弥 3-1

織田スポ少 美浜スポ少 春江スポ少

道坂　宇飛 玉村　森太郎 西川　怜児

美山スポ少 万葉ＪＴＣ あさひスポ少 2-2

斉藤　秀幸 中野　晃甫 池田　有輝

金津スポ少 卓誠会JR 大野クラブＪ 4 1
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金津スポ少 卓誠会JR 大野クラブＪｒ 4-1

旭　峻佑 岡　勇汰 近間　亮太

大野クラブＪｒ あさひスポ少 春江スポ少 2-3

原　航志 竹内　一朗 木村　豪

武生南スポ少 卓愛レジェンド 森田Jr.ｸﾗﾌﾞ

野尻　圭 小林　唯斗 青木　愛一郎 3-2

美山スポ少 春江スポ少 清水クラブＪｒ 1-2

竹内 将馬 松木 悠人 藤沢 直
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竹内　将馬 松木　悠人 藤沢　直

丸岡卓球JSC 若狭ＴＴＣ 三国卓球クラブ 2-4

加藤　龍之介 松島　永久 石場　一希

フェニックスクラブ 万葉ＪＴＣ ミナミラボ 5-1

山腰　洋平 知場　瞭 林　颯成

大野クラブＪｒ 美浜スポ少 ミナミラボ 2-5

森脇　亮太 佐々木　開 五十嵐　弘樹

若狭 春 ポ少 葉
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若狭ＴＴＣ 春江スポ少 万葉ＪＴＣ 1-3

土田　勇輝 三上　竜樹 富坂　弘一 3-3

丸岡卓球JSC 清水クラブＪｒ 鯖江王山スポ少

山腰　和輝 佐藤　光平 安田　倫太郎

卓愛レジェンド 織田スポ少 若狭ＴＴＣ 2-6

山﨑　虹輝 荒川　和人 小林　新生

フェニックスクラブ 三国卓球クラブ 武生南スポ少 4-2
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大藤　哲太 藤井　晴己 塚本　篤朗

美山スポ少 丸岡卓球JSC 清水クラブＪｒ 2-7

磯川　魁志 斎藤　亮太 佐々木　慎二

ミナミラボ あさひスポ少 春江スポ少

篠原　大樹 矢尾　颯大 笠島　琉 3-4

大野クラブＪｒ 春江スポ少 武生南スポ少 1-4

出嶋　海里 南部　晴哉 師田　英旺
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三国卓球クラブ 丸岡卓球JSC 若狭ＴＴＣ 2-8

南谷　健太 梅田　将希 出倉　奎翔

フェニックスクラブ 万葉ＪＴＣ あすなろSTC
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第２３回福井市小学生卓球大会

平成２６年１１月９日

福井市体育館

ホープス女子

橋本　美波 塚本　歩夢 京藤　沙佳

ミナミラボ 清水クラブＪｒ 今庄スポ少 2-1

古屋 陽菜 鈴木 彩峰 寺本 茉未
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古屋　陽菜 鈴木　彩峰 寺本　茉未

金津スポ少 万葉ＪＴＣ 森田Jr.ｸﾗﾌﾞ 1-1

太田　朱音 嶋田　優弥 高田　優希 3-1

フェニックスクラブ 織田スポ少 あさひスポ少

石倉　優羽 道下　果琳 渡辺　佑衣

美山スポ少 大野クラブＪｒ 春江スポ少 2-2

川畑　明日香 中西　莉瑚 田邉　千弥 4-1

フ クスクラブ ミナミラボ 美浜スポ少
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フェニックスクラブ ミナミラボ 美浜スポ少

直江　蓮 小林　優衣 斉藤　有美

フェニックスクラブ 卓愛レジェンド 大野クラブＪｒ 2-3

田邉　瑠衣 宇野　友起晃 長谷川　明璃 小林　新生

森田Jr.ｸﾗﾌﾞ 万葉ＪＴＣ 春江スポ少 武生南スポ少 3-2

谷頭　理央 竹澤　花奈 近藤　澪南

ミナミラボ 今庄スポ少 鯖江王山スポ少 2-4

石倉 優衣 孫谷 そら 安田 礼里
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石倉　優衣 孫谷　そら 安田　礼里

美山スポ少 織田スポ少 フェニックスクラブ 5-1

中島　夢唯 伊藤　愛梨 加藤　ののか

ミナミラボ 清水クラブＪｒ 大野クラブＪｒ 2-5

伊藤　天音 寺下　未来 辻岡　萌

金津スポ少 フェニックスクラブ 卓愛レジェンド 3-3

野尻　凜華 川端　桜和 川島　璃子

美山 ポ少 今庄 ポ少 森 ｸ ﾞ
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美山スポ少 今庄スポ少 森田Jr.ｸﾗﾌﾞ 2-6

川畑　葉那 本田　萌夏 古谷　七海

フェニックスクラブ 万葉ＪＴＣ 丸岡卓球JSC

福田　萌乃 中澤　百伽 蓑輪　睦 4-2

ミナミラボ 今庄スポ少 春江スポ少 2-7

坂本　実咲 三田村　笑実 奥村　妃奈

フェニックスクラブ 万葉ＪＴＣ 美浜スポ少
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桒田　千帆 梅田　花恵 谷口　良那 3-4

若狭ＴＴＣ 大野クラブＪｒ 今庄スポ少 1-2

福岡　優月 松井　かりん 橋本　祥穂

美山スポ少 あさひスポ少 ミナミラボ 2-8

森廣　伽衣 岩本　日菜子 富田　柚希

フェニックスクラブ 若狭ＴＴＣ 織田スポ少
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第２３回福井市小学生卓球大会試合結果

平成２６年１１月９日
福井市体育館

男子114名・女子96名

優 勝 　福田　　心 あすなろＳＴＣ 　吉田　愛佳 森田Ｊｒクラブ

男　　　　　　子 女　　　　　　子

優 勝 福 心 あすな 吉 愛佳 森 クラ

準優勝 　水野　登偉 円山卓球スポ少 　木村　円香 森田Ｊｒクラブ

第３位 　川畑　孔明 フェニックスクラブ 　清水　愛未 ミナミラボ

第３位 　山腰　直輝 卓愛レジェンド

優　勝 　山本　祥吾 ミナミラボ 　大藤　沙月 フェニックスクラブ

準優勝 寺下 敏倫 フェニックスクラブ 直江 杏 フェニックスクラブ

バ
ン
ビ

カ 準優勝 　寺下　敏倫 フェニックスクラブ 直江　　杏 フェニックスクラブ

第３位 　森廣　扇兜 フェニックスクラブ 　寺下　萌香 フェニックスクラブ

第３位 　長谷川　隼大 ミナミラボ 　大下　みさ紀 若狭ＴＴＣ

優 勝 　佐々木　駿和 ミナミラボ 　森廣　伽衣 フェニックスクラブ

準優勝 　山腰　洋平 大野クラブＪｒ 　石倉　優衣 美山スポ少

第３位 旭 峻佑 大野クラブＪｒ 中島 夢唯 ミナミラボ

カ
ブ

ホ
ー
プ 第３位 　旭　　峻佑 大野クラブＪｒ 中島　夢唯 ミナミラボ

第３位 　南谷　健太 フェニックスクラブ 　石倉　優羽 美山スポ少

プ
ス

予選リーグ試合順

３人リーグ ４人リーグ

予選リーグ試合順

３人リーグ ４人リーグ

１試合目 ②－③ ②－③

２試合目 ①－③ ①－④

３試合目 ①－② ②－④

４試合目 ①－③

５試合目 ③－④

４試合目 ①－③

５試合目 ③－④

６試合目 ①－②


