
　　　

平成２８年度　福井市卓球選手権大会

平成２９年２月４・５日

福井市体育館

男子434名・女子255名

優勝 寺下　敏倫 フェニックス卓球クラブ 寺下　萌香 フェニックス卓球クラブ

２位 長谷川　隼大 ミナミラボ 芝田　有里 若狭ＴＴＣ

山口　玲生 ミナミラボ 野尻　結 美山卓球スポ少

斉藤　寛人 大野卓球クラブＪｒ 寺本　亜矢子 美山卓球スポ少

優勝 谷口　来弥 フェニックス卓球クラブ 森廣　伽衣 フェニックス卓球クラブ

２位 南谷　健太 フェニックス卓球クラブ 直江　蓮 フェニックス卓球クラブ

旭　峻佑 フェニックス卓球クラブ 川畑　明日香 フェニックス卓球クラブ

片岡　大輔 フェニックス卓球クラブ 大南　小梨 フェニックス卓球クラブ

優勝 丸山　海翔 福井商業高校 北川　奈々聖 福井商業高校

２位 松嶋　快斗 福井商業高校 寺下　優花 福井商業高校

小林　達尚 福井工大福井高校 南口　菜々 福井商業高校

水嶋　治樹 藤島高校 石倉　未優 大野高校

優勝 血原　正紘 高志高校 村中　杏 啓新高校

２位 田中　琳貴和 啓新高校 林田　萌々香 啓新高校

野阪　陸 啓新高校 前田　佑佳 仁愛女子高校

廣瀬　孝平 大野高校 西澤　歩月 大野高校

優勝 山下　晴人 福井商業高校 山本　笙子 福井商業高校

２位 森廣　玄羽 福井商業高校 青木　千佳 福井商業高校

中村　厳文 福井商業高校 森廣　伽衣 フェニックス卓球クラブ

寺下　拓海 フェニックス卓球クラブ 大藤　沙月 フェニックス卓球クラブ

優勝 田中　俊史 TC大安寺 朝日　信子 チームスピリッツ

２位 井上　祐希 Four-U 黒木　幸子 卓球楽しい会

松川　修治 美山クラブ 平内　美津江 チームスピリッツ

嶋田　喜友 藤美TTC 山下　香織 ＫＡＮＡＺＵ

優勝 金井　正夫 足羽クラブ 山田　信子 勝山きらり

２位 田中　始 森田クラブ 青柳　千恵子 卓球寺子屋

太　尚貴 森田クラブ 坪田　幸子 卓球寺子屋

石倉　弥智雄 美山クラブ 永木　真理子 卓会
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平成２８年度福井市卓球選手権大会

平成２９年２月４日

福井市体育館

小学生男子の部

長谷川　隼大 平田　将一郎 木下　　格 野尻　悠大

ミナミラボ 卓誠会Ｊｒ あさひ卓球スポ少 清水クラブＪｒ 2-1

久保　星多郎 小田　悠生 竹下　孝太朗

フェニックスクラブ 円山卓球スポ少 美山スポ少 1-1

大山　北斗 髙野　幹太 近藤　快成 3-1

若狭ＴＴＣ インセプション 卓愛レジェンド

矢戸　結斗 佐々木　琉聖 石田　愉楽

円山卓球スポ少 大野クラブジュニア 森田Ｊｒ卓球クラブ 2-2

川畑　那智 金子　拓未 林　　理人 4-1

フェニックスクラブ 小松ジュニア ミナミラボ

野尻　凌吾 土田　健眞 増田　凌志

卓愛レジェンド 卓誠会Ｊｒ ミナミラボ 2-3

山腰　直輝 山岸　安曇 佐々木　清和

円山卓球スポ少 あさひ卓球スポ少 たけふ南スポ少 3-2

野尻　壮平 斉藤　寛人 関　　隼人

美山スポ少 大野クラブジュニア ミナミラボ 2-4

水上　卓哉 北野　雅人 天谷　春陽

フェニックスクラブ インセプション 森田Ｊｒ卓球クラブ 5-1

清水　海政 宮下　カンコヲ 重僧　礼夢

円山卓球スポ少 ミナミラボ 美山スポ少 2-5

村井　海樹 清水　雅生  石川　晃太

フェニックスクラブ あさひ卓球スポ少  清水クラブＪｒ 1-2

岩本　貫汰 小林　大輝 西尾　一翔 3-3

若狭ＴＴＣ 卓愛レジェンド 大野クラブジュニア

橋本　泰知  岡　　暖人 宮越　雅充

ミナミラボ  あさひ卓球スポ少 卓誠会Ｊｒ 2-6

寺下　敏倫 宮越　大弥 鈴木　彗矢

フェニックスクラブ 森田Ｊｒ卓球クラブ 円山卓球スポ少 4-2

矢戸　航太 田中　里空 河原　稜真

円山卓球スポ少 小松ジュニア 若狭ＴＴＣ 2-7

川畑　孔明 竹林　天斗 揚原　貫汰

フェニックスクラブ 美山スポ少 ミナミラボ

小川　敬寛 土村　隼介 矢戸　蒼真 3-4

金津卓球スポ少 森田Ｊｒ卓球クラブ 円山卓球スポ少 1-3

松井　勇人 吉田　慶造 山岸　九十九

たけふ南スポ少 インセプション あさひ卓球スポ少 2-8

山口　玲生 松村　陸翔  韓　　宇豪

ミナミラボ フェニックスクラブ  卓愛レジェンド
19

16

17

18

13

14

15

10

11

12

7

8

9

4

5

6

1

2

3



平成２８年度福井市卓球選手権大会

平成２９年２月４日

福井市体育館

小学生女子の部

寺下　萌香 増田　幸弥 竹林　海音 高田　虹佳

フェニックスクラブ ミナミラボ 美山スポ少 あさひ卓球スポ少 2-1

大山　莉沙 渡邉　公乃 大畑　美未

若狭ＴＴＣ たけふ南スポ少 大野クラブジュニア 1-1

根本　成実 平田　詩織 竹野　日菜子 3-1

インセプション 卓誠会Ｊｒ 円山卓球スポ少

浦谷　理恵子 長谷川　実桜 高村　ちなみ

若狭ＴＴＣ ミナミラボ 大野クラブジュニア 2-2

寺本　沙希子 亀岡　　澪 新谷　莉央 4-1

美山スポ少 卓誠会Ｊｒ フェニックスクラブ

野尻　　結 清水　樹　 宮下　めい

美山スポ少 あさひ卓球スポ少 ミナミラボ 2-3

下出　帆希 須磨　杏樹 浅野　未緒

たけふ南スポ少 インセプション 卓誠会Ｊｒ 3-2

吉田　愛佳 畠山　礼乃 橋本　茉理花

森田Jr卓球クラブ フェニックスクラブ ミナミラボ 2-4

大下　みさ紀 谷口　未來 北川　空来 5-1

若狭ＴＴＣ Ａｈｓｈ．ＴＴＣ 大野クラブジュニア

寺本　亜矢子 土肥　美結  斉藤　美優

美山スポ少 卓誠会Ｊｒ  あさひ卓球スポ少 2-5

 古保　希奈 高村　このみ 成瀬　結衣

 インセプション 大野クラブジュニア フェニックスクラブ 3-3

木村　円香 伊藤　姫依 橋本　莉緒

森田Jr卓球クラブ 卓誠会Ｊｒ 金津卓球スポ少 2-6

高橋　里奈 安田　早咲香 村中　優咲

若狭ＴＴＣ フェニックスクラブ 美山スポ少 4-2

朝日　悠梨 内山　桜伽 濱北　　彩

森田Jr卓球クラブ あさひ卓球スポ少 大野クラブジュニア 2-7

田中　杏奈 松宮　汐里 松村　陽菜

たけふ南スポ少 若狭ＴＴＣ フェニックスクラブ 3-4

重僧　莉依世 高村　あかり 上野　百合香

美山スポ少 大野クラブジュニア あさひ卓球スポ少 2-8

芝田　有里 中野　恵瑠 伊坂　美南

若狭ＴＴＣ ミナミラボ 卓誠会Ｊｒ
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平成２８年度福井市卓球選手権大会

平成２９年２月４日

福井市体育館

中学生男子の部　その１

片岡　大輔 田川　晃輝 高松　隼平

フェニックスクラブ 丸岡南中学校 松陵中学校 2-1

稲木　勘人 黒田　陽向 大嶋　千陽

大東中学校 藤島中学校 社中学校 1-1

島田　和志 最里　諭文 山内　彰斗

松陵中学校 開成中学校 森田中学校 3-1

山腰　和輝 澤﨑　隼平 松田　直樹

高志中学校 南条中学校 開成中学校 1-2

河合　大智 猪之詰　怜哉 村田　涼輔

藤島中学校 大東中学校 清水中学校 2-2

八田　和士  池田　有輝 伊藤　睦希

松岡中学校  陽明中学校 藤島中学校 1-3

木下　駿也  松本　直樹 清水　慧介 4-1

開成中学校  金津中学校 美山中学校

山﨑　虹輝 宮塚　楓也 田中　章吾

フェニックスクラブ 大東中学校 美山中学校 2-3

山下　竜輝 本山　真太郎 堂村　英虎

金津中学校 丸岡南中学校 開成中学校 1-4

石田　　駆 宗石　大樹 安藤　耕大

森田中学校 金津中学校 松岡中学校 3-2

米村　　空 小嶋　祐輝 片川　惇一郎

陽明中学校 開成中学校 高志中学校 1-5

 竹内　将馬 青木　聖弥 河合　　匠

 卓愛レジェンド 大東中学校 松岡中学校 2-4

 石場　一希 近藤　  涼 佐藤　隼也

 ミナミラボ 開成中学校 森田中学校 5-1

南谷　健太 林　　航輔 安達　夏耶

フェニックスクラブ 松陵中学校 大東中学校 2-5

平沼　達也 大家　悠斗 西原　　悠

森田中学校 開成中学校 松陵中学校 1-6

土橋　龍生 坂川　　颯 佐倉　孝一

社中学校 南条中学校 陽明中学校 3-3

青木　愛一郎 中野　晃甫 前田　翔真

清水中学校 高志中学校 松岡中学校 1-7

清水　真輝 北野　雅也 坪田　陽介

丸岡南中学校 開成中学校 金津中学校 2-6

道坂　宇飛 高橋　大貴 河津　竣也

美山中学校 金津中学校 卓誠会Ｊｒ

齊藤　秀幸 泉　　秀哉 葛葉　桂吾 4-2

金津中学校 美山中学校 開成中学校 1-8

大矢場　健留　 兼井　　駿 内田　智稀

松岡中学校 森田中学校 藤島中学校 2-7

兵江　　翔 南部　遥亮 玉木　大智

南条中学校 松陵中学校 開成中学校 1-9

長谷川　祐斗 小垣　和也 三川　太良

卓誠会Ｊｒ 大東中学校 陽明中学校 3-4

田中　敬悟 大嶋　勇羽真  野原　岳翔

開成中学校 丸岡南中学校  大東中学校 1-10

 小澤　ひとつ 林　　絢大 玄正　遼斗

 藤島中学校 美山中学校 松岡中学校 2-8

高村 勇気 杉川　陸人 長谷川 　亮太

黒部ジュニア 開成中学校 高志中学校
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平成２８年度福井市卓球選手権大会

平成２９年２月４日

福井市体育館

中学生男子の部　その２

旭　　峻佑 大川　拓巳 野﨑　仁斗

フェニックスクラブ 金津中学校 南条中学校 2-9

中嶋　　毅 松本　恵斗 森永　　匡

松陵中学校 高志中学校 松岡中学校 1-11

西岡　大稀  山越　師童 濱口　龍太

藤島中学校  美山中学校 開成中学校 3-5

塚本　篤朗 中山　詞温 井上　雄太

清水中学校 陽明中学校 藤島中学校 1-12

長谷川　慎 野路　航世 長谷川　遥翔

卓誠会Ｊｒ 大東中学校 開成中学校 2-10

柳生　祥吾 川﨑　　尚 海田　篤樹

森田中学校 松陵中学校 松岡中学校 1-13

南部　晴哉 宮腰　賢志 田渕　　伸 4-3

丸岡南中学校 開成中学校 社中学校

野尻　　圭  松本　寛史  遠藤　彰悟

美山中学校  金津中学校  陽明中学校 2-11

永森　優人 佐子　太輔 三上　竜樹

松岡中学校 開成中学校 清水中学校 1-14

伊東　佑将 新谷　春喜 本田　　麗

高志中学校 藤島中学校 丸岡南中学校 3-6

佐々木　拓海 仲塚　喬一  谷口　昂輝

開成中学校 松陵中学校  藤島中学校 1-15

粟井　大登 笹島　里玖 根尾　真弘

大東中学校 松岡中学校 高志中学校 2-12

松田　孟起 木村　　豪 加藤　彬斗

城南中学校 森田中学校 卓誠会Ｊｒ 5-2

 松木　悠人 星山　大河  梶岡　稔紘

 若狭ＴＴＣ 陽明中学校  金津中学校 2-13

児玉　健太 西尾　　潤 森下　博斗

清水中学校 開成中学校 松陵中学校 1-16

油谷　健心 佐藤　宏輝 生田　優真

松岡中学校 藤島中学校 森田中学校 3-7

三上　　前 平松　拓麻 米澤　崇礼

金津中学校 大東中学校 開成中学校 1-17

 田中　悠斗 小林　立弥  土肥　一心

 美山中学校 高志中学校  藤島中学校 2-14

柴田　海夢  山下　智大 石井　玲央

開成中学校  美山中学校 丸岡南中学校

本道　直樹 山田　明日郎  佐藤  大介 4-4

卓愛レジェンド 開成中学校  藤島中学校 1-18

松下　泰士 工谷　航生 野尻　浩佑

陽明中学校 大東中学校 美山中学校 2-15

 西川　哲汰 村井　優斗 山村　優輝

 松陵中学校 金津中学校 松岡中学校 1-19

佐藤　充将 星山　翔太 坂本　　宗

森田中学校 開成中学校 高志中学校 3-8

西口　耕平 久津見　幸嶺 吉川　涼茉

南条中学校 大東中学校 藤島中学校 1-20

笠羽　柚翔 幸風　勇輝 西藤　心希

開成中学校 社中学校 松岡中学校 2-16

谷口　来弥 鈴木　大愛 前川　遥音

フェニックスクラブ 森田中学校 松陵中学校
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平成２８年度福井市卓球選手権大会

平成２９年２月４日

福井市体育館

中学生女子の部

森廣　伽衣 島田　小百合 原　真莉乃 豊永　琴美
フェニックスクラブ 高志中学校 開成中学校 丸岡南中学校 2-1

南部　愛理 平田　文香 菅原　美沙希
松岡中学校 金津中学校 大東中学校 1-1

辻子　萌乃 南部　美愛 前川　心美 3-1

南条中学校 清水中学校 陽明中学校
道下　果琳 山口　妃華 飯塚　朱音
開成中学校 大東中学校 南条中学校 2-2

川島　璃子 端　　音羽 武田　瀬梨加 4-1

高志中学校 金津中学校 松岡中学校
 榮　　凜香 山口　鈴加 早水　凜花
 美山中学校 南条中学校 金津中学校 2-3

 岡本　真奈 片岡　礼央菜 舘　悠起子

 小松ジュニア 大東中学校 松岡中学校 3-2

 安野　温花 辻　　　悠 田島　千鈴
 大東中学校 陽明中学校 南条中学校 2-4

寺下　未来 安野　玲奈 山下　未憂

フェニックスクラブ 大東中学校 金津中学校 5-1

川畑　葉那  油井　このみ  佐々木　結那

フェニックスクラブ  松岡中学校  陽明中学校 2-5

山岸　　菫 竹下　友望 安野　志穂
金津中学校 南条中学校 大東中学校 3-3

泊　　あかり 村上　莉渚 宮地　佐代子
小松ジュニア 金津中学校 南条中学校 2-6

伊藤　天音 出戸　美妃 森岡　　彩
金津卓球スポ少 大東中学校 開成中学校
梅田　花恵 鈴木　彩日 小林　　渚 4-2

開成中学校 高志中学校 金津中学校 2-7

北川　未緒 小木　心愛 清田　菜月
陽明中学校 大東中学校 松岡中学校
片岡　舞華 藤田　春陽 木戸口　梨華 3-4

森田中学校 大東中学校 南条中学校 1-2

佐野　詩音 三谷　美月 山岸　くるみ
丸岡南中学校 金津中学校 陽明中学校 2-8

川畑　明日香 佐々木　百華 中川　夢渚

フェニックスクラブ 松岡中学校 開成中学校 6-1

大南　小梨 山岸　可純 前田　桃花

フェニックスクラブ 開成中学校 松岡中学校 2-9

原　わかな 清水　志保 小川　詩愛里

金津中学校 高志中学校 大東中学校 1-3

野尻　真優 松間　萌恵 茨田　朱音 3-5

清水中学校 陽明中学校 南条中学校
天谷　麗華 泉　　友愛 海老田　妃南
大東中学校 松岡中学校 金津中学校 2-10

田邉　瑠衣 橋本　咲楽 木村　陽菜 4-3

森田中学校 南条中学校 大東中学校
古谷　七海 山形　萌乃 永田　紅実
丸岡南中学校 大東中学校 南条中学校 2-11

尾北　愛莉 上田　萌乃 吉野　愛唯 
小松ジュニア 陽明中学校 金津中学校 3-6

佐々木　彩乃 柴田　優里 奈良　瑞希
陽明中学校 大東中学校 南条中学校 2-12

野尻　凜華 三澤　向日葵  御梁　結

美山中学校 金津中学校  松岡中学校 5-2

古屋　陽菜 大川　玲奈 小島　采寧

金津卓球スポ少 南条中学校 大東中学校 2-13

藤田　七海 寺門　美奈 吉田　莉七
卓誠会Ｊｒ 小松ジュニア 金津中学校 3-7

安田　礼里 橋本　花音 安野　理彩

フェニックスクラブ 南条中学校 大東中学校 2-14

 桒田　千帆 原　ゆい菜 村　　美優
 若狭ＴＴＣ 開成中学校 金津中学校
小林　優衣 伊藤　萌乃香 斉藤　聖華 4-4

卓愛レジェンド 大東中学校 松岡中学校 2-15

石神　みる 小笹　桃果 上田　愛華
開成中学校 金津中学校 清水中学校
黒田　萌佳 山下　絢香 橋本　夏奈 3-8

松岡中学校 金津中学校 開成中学校 1-4

田中　光七海 百田　真依 駒　優里香

南条中学校 丸岡南中学校 陽明中学校 2-16

直江　　蓮 為永　結子 山形　一葉  高畑　諒子
フェニックスクラブ 高志中学校 大東中学校  陽明中学校
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平成２８年度福井市卓球選手権大会

平成２９年２月５日

福井市体育館

高校１年男子の部

松嶋　快斗 松田　宜也 佐久間　弘人  長谷川　真吾

福井商業高校 大野高校 藤島高校  科学技術高校 2-1

山腰　　楽  藤田　剛瑠 山内　利観

丸岡高校  武生東高校 高志高校 1-1

渕﨑　隆志 石川　　聖 村上　研悟 3-1

工大福井 科学技術高校 羽水高校

北野　颯人 田中　靖大 今村　祐介

武生東高校 北陸高校 工大福井 2-2

宮腰　隆人 杉本　亘輝 山本　大志

羽水高校 高志高校 啓新高等学校 4-1

水嶋　治樹 勝見　洸星 中野　佳祐

藤島高校 武生東高校 北陸高校 2-3

藏敷　　剛 清水　貴文 山口　快人

大野高校 高志高校 丸岡高校 1-2

東　　勇希 西川　大地 片岡　優翔

工大福井 羽水高校 藤島高校 3-2

松北　裕幹 松原　哉多  高橋　人和

科学技術高校 武生東高校  羽水高校 1-3

野村　俊介 松井　竜悟 服部　陽也

高志高校 工大福井 藤島高校 2-4

岸上　知広  杉田　樹也 疋田　悠馬

啓新高等学校  科学技術高校 高志高校 5-1

丸山　海翔 堀部　航平  東田　龍太郎

福井商業高校 高志高校  藤島高校 2-5

竹山　　翼 安達　健人 井上　航平

羽水高校 北陸高校 高志高校 1-4

中村　拓矢 田中　雄大 阪下　伊吹

工大福井 武生東高校 科学技術高校 3-3

齋藤　直樹 石井　勇樹  酒井　智基

啓新高等学校 高志高校  藤島高校 1-5

佐々木　爽太 牧野　遥斗  田中　大成

藤島高校 羽水高校  科学技術高校 2-6

神谷　　豪 竹内　一貴 松永　優誠

大野高校 高志高校 工大福井 4-2

清水　滉大郎 後藤　大輔 横田　拓己

工大福井 科学技術高校 高志高校 2-7

 南谷　諭輝 北川　　巧 小川　龍人

 高志高校 藤島高校 大野高校 1-6

村下　祐哉 張　　将哉  為国　龍星

武生東高校 丸岡高校  羽水高校 3-4

花木　涼一  平辻　雅規 竹内　　翔

科学技術高校  大野高校 啓新高等学校 1-7

田邉　航生 澤崎　滉斗 吉川　裕介

羽水高校 高志高校 WPC 2-8

小林　達尚 田中　洸丞  斉藤　寛典 西澤　隼生

工大福井 武生東高校  羽水高校 藤島高校
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平成２８年度福井市卓球選手権大会

平成２９年２月５日

福井市体育館

高校２年男子の部

三輪　洋介 田渕　浩平 渡部　弥彦

工大福井 高志高校 羽水高校 2-1

奥出　宏希 高島　宣希 廣瀬　孝平

丸岡高校 科学技術高校 大野高校 1-1

中村　兼蔵 加藤　寿輝 北陸高校

羽水高校 高志高校 鎌田　百福 3-1

山本　誠也 山下　達也 冨田　周佑

大野高校 羽水高校 藤島高校 1-2

小辺　晃久 齊藤　裕和 高嶋　悠太

工大福井 丸岡高校 高志高校 2-2

松本　泰輝 酢原　幹貴 鈴木　悠太

高志高校 北陸高校 羽水高校 1-3

田中　琳貴和 高橋　孝明  漆﨑　雄哉 4-1

啓新高等学校 工大福井  科学技術高校

 東　　響希 田治　諒也 枡屋　厚亮

 工大福井 羽水高校 高志高校 2-3

高島　祐輔  大久保　介登 野村　勝仁

北陸高校  大野高校 羽水高校 1-4

野阪　　陸 小川　隼典 高嶋　勇樹

啓新高等学校 高志高校 科学技術高校 3-2

近藤　有之介 諏訪　友也 小桜　直輝

工大福井 科学技術高校 羽水高校 1-5

加藤　佑亮 杉田　達哉 柴原　照忠

藤島高校 大野高校 北陸高校 2-4

血原　正紘  倉本　智樹 西川　竜之介

高志高校  丸岡高校 羽水高校
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平成２８年度福井市卓球選手権大会

平成２９年２月５日

福井市体育館

高校１年女子の部

寺下　優花 桑原　里沙 岡野　真奈 上田　莉愛

福井商業高校 武生東高校 羽水高校 丸岡高校 2-1

角　　優里 江戸　円華 森木　真由

高志高校 若狭高校 藤島高校 1-1

牧田　有紗 中西　可純 石田　奈美 3-1

仁愛女子高校 羽水高校 丸岡高校

坂本　絵理 元矢　真衣 齊藤　由眞

藤島高校 丸岡高校 羽水高校 2-2

石倉　未優 西野　朱音 金井　麻衣 4-1

大野高校 高志高校 仁愛女子高校

南口　菜々 漆﨑　瑞季 石田　　栞

福井商業高校 高志高校 丸岡高校 2-3

大柳　里緒 加納　和香菜 酒井　菜子

藤島高校 武生東高校 羽水高校 3-2

戸田　有紗 松本　彩聖 釜谷　理永

仁愛女子高校 丸岡高校 藤島高校 2-4

北川　奈々聖 中嶋　智香 笹島　みな泉 田中　理湖

福井商業高校 大野高校 羽水高校 武生東高校

高校２年女子の部

林田　萌々香 藤島　卯雪 竹内　愛奈

啓新高校 藤島高校 羽水高校 1-1

寺羽　菜々夏 東　　深優 五十嵐　愛海

武生東高校 丸岡高校 藤島高校 2-1

西澤　歩月 市橋　英美里 清川　めぐみ

大野高校 啓新高校 藤島高校 1-2

小田　恭子 吉村　友希 直正　彩香

高志高校 若狭高校 啓新高校 3-1

村中　　杏 谷口　友里華 澤﨑　至恩

啓新高校 藤島高校 羽水高校 1-3

松田　歩海 清水　優菜 齊藤　智花

大野高校 啓新高校 丸岡高校 2-2

吉田　　彩 瀧見　千慧 五島　千裕

若狭高校 啓新高校 武生東高校 1-4

前田　佑佳 池田　茅聖 石上　ひかる

仁愛女子高校 大野高校 藤島高校
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平成２８年度福井市卓球選手権大会

平成２９年２月５日

福井市体育館

一般Ｓ級男子の部

山下　晴人 太田　有哉 永井　貴志 川畑　孔明

福井商業高校 インパルス みのり倶楽部 フェニックス卓球クラブ

森廣　玄羽 磯川　魁志 清水　海政 川畑　那智

福井商業高校 武生第二中学校 円山卓球スポーツ少年団 フェニックス卓球クラブ

寺下　拓海 原　　航志 松島　永久

フェニックス卓球クラブ 武生第二中学校 万葉中学校

中村　厳文  石場　一希 酒井　大翔

福井商業高校  ミナミラボ 武生第二中学校

廣田　竜大 樋尾　健吾 加藤　龍之介

啓新高等学校 インパルス フェニックス卓球クラブ

宇野　陽太郎 渡辺　翔太 谷口　来弥

美山クラブ 森田クラブ フェニックス卓球クラブ

林　　敦生  川越　佑人 松井　柊弥

フェニックス卓球クラブ  美山クラブ 武生第二中学校

玉山　昌右 加藤　慎之助 秋山　京翔

卓誠会 フェニックス卓球クラブ 武生第二中学校

片岡　大輔 榮　　滉矢 井美　敦貴

フェニックス卓球クラブ 美山クラブ 万葉中学校

佐藤　佑樹 前田　竜二 旭　　峻佑

滋賀大学 個人 フェニックス卓球クラブ

小泉　潤朗 松崎　友哉 大西　翔大

福井商業高校 インパルス 武生第二中学校

麻王　大夢 井手　　誠 藤井　蓮乗

福井商業高校 Four - U 武生第二中学校

松田　孟起  清水　壱政 口田　泰広

城南中学校  円山卓球スポーツ少年団 フェニックス卓球クラブ
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1-3

4-1 4-2

5-1 1-8

2-3 2-7

1-4 1-9

3-2 3-4

1-5 1-10

2-4 2-8

森廣 福井商業 2 - 14 - 1 中村 福井商業

7 - 2 松井 武生二中 榮 美山クラブ 9 - 2

13 - 1 口田 フェニックス 井手 Four-U 12 - 2

酒井 武生二中 4 - 2

12 - 1 麻王 福井商業 佐藤

6 - 2 宇野 美山クラブ

滋賀大学 10 - 1

5 - 1 廣田 啓新高校 太田 インパルス 1 - 2

8 - 1 加藤慎 フェニックス 林 フェニックス 7 - 1

加藤龍 フェニックス 5 - 2

2 - 2 川畑 フェニックス 谷口

3 - 2 原 武生二中

フェニックス 6 - 1

9 - 1 片岡 フェニックス 小泉 福井商業 11 - 1

11 - 2 松崎 インパルス 松田 城南中 13 - 2

寺下 フェニックス 3 - 1

10 - 2 旭 フェニックス 玉山

1 - 1 山下 福井商業

卓誠会 8 - 2



平成２８年度福井市卓球選手権大会

平成２９年２月５日

福井市体育館

一般Ａ級男子

田中　俊史 神尾　清久 嶋田　喜友 広瀬　伸一郎

TC大安寺 インパルス 藤美TTC 美山クラブ

井上　祐希 松川　修治 加藤　浩司

Four - U 美山クラブ 卓会

平島　　聡 西川　　創 長田　貢一

小松コスモス 森田クラブ RJ

栗林　輝夫 渡辺　克美 揚原　隆太

森田クラブ Four - U TC大安寺

廣田　拓也 村田　義幸  田畑　公善

RJ 森田クラブ  インパルス

金川　健太 浜岸　寛次郎 山口　幹雄

藤美TTC TC大安寺 RJ

塩田　俊幸 山口　勇馬 小嶋　順一

森田クラブ WPC みのり倶楽部

村田　昌弘 明杖　　浩 西本　　真

美山クラブ 小松コスモス 卓会

佐藤　　翼 南出　英和 村田　公造

Four - U 森田クラブ 美山クラブ

山内　壮悟 木原　治人 土田　祐輝

RJ 美山クラブ WPC

清水　秀樹 前田　謙二 大野木　亘

TC大安寺 森田クラブ 個人
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1 - 1 田中 TC大安寺 西川 森田クラブ 3 - 1

6 - 2 金川 藤美TTC 渡辺 Four-U 4 - 2

7 - 2 小嶋 みのり倶楽部 南出 森田クラブ 9 - 2

9 - 1 佐藤 Four-U 清水 TC大安寺 11 - 1

8 - 1 村田 美山クラブ 嶋田 藤美クラブ 1 - 2

5 - 1 廣田 RJ 浜岸 TC大安寺 6 - 1

2 - 2 松川 美山クラブ 山口 ＷＰＣ 7 - 1

11 - 2 前田 森田クラブ 木原 美山クラブ 10 - 1

10 - 2 土田 WPC 明杖 小松コスモス 8 - 2

3 - 2 平島 小松コスモス 村田 森田クラブ 5 - 2

4 - 1 栗林 森田クラブ 井上 Four-U 2 - 1



平成２８年度福井市卓球選手権大会

平成２９年２月５日

福井市体育館

一般Ｂ級男子

田中　　始 宮本　祐二 上田　禎一 若原　貴嗣

森田クラブ 美山クラブ プラスアルファ 個人

 境井　定一 宇野　昭二 古屋　克己  山元　祐介

 勝山きらり 美山クラブ KANAZU  森田クラブ

太　　尚貴 石倉　弥智雄 冨永　時弘

森田クラブ 美山クラブ みのり倶楽部

榮　　一廣 楊　　忠偉 直江　周一

美山クラブ トレンドクラブ あすなろクラブ

百々　　晋 金森　　啓 斉藤　知之

森田クラブ 個人 WPC

土田　浩二 北川　泰男 東　　寛

美山クラブ みのり倶楽部 個人

 酒井　与志夫 小川　博輝 金井　正夫

 森田クラブ 個人 足羽クラブ

石井　　徹 宮田　敬義 村舘　廣志

WPC トレンドクラブ 森田クラブ

土保　清幸 大嶋　　實 佐々木　憲一

美山クラブ あすなろクラブ トレンドクラブ

辻本　寿夫 小野田　良朗 橋詰　勝利

個人 森田クラブ みのり倶楽部

川井　啓行 清沢　岳史 栗原　忠信

Four - U WPC 森田クラブ

1

2

3

4

5

6

7

11

8

9

10

2-1 2-5

1-1 1-4

3-1

3-3

2-2 1-5

4-1 4-2 2-6

5-1

2-3

1-2 2-7

3-2

3-4

1-3 1-6

2-4 2-8

1 - 1 田中 森田クラブ 太 森田クラブ 3 - 1

6 - 2 北川 みのり倶楽部 楊 トレンドク 4 - 2

7 - 2 小川 個人 佐々木 トレンドク 9 - 2

9 - 1 大嶋 あすなろク 清沢 ＷＰＣ 11 - 1

8 - 1 石井 ＷＰＣ 若原 個人 1 - 2

5 - 1 百々 森田クラブ 土田 美山クラブ 6 - 1

2 - 2 古屋 ＫＡＮＡＺＵ 金井 足羽クラブ 7 - 1

11 - 2 栗原 森田クラブ 小野田 森田クラブ 10 - 1

10 - 2 橋詰 みのり倶楽部 村舘 森田クラブ 8 - 2

3 - 2 石倉 美山クラブ 斉藤 ＷＰＣ 5 - 2

4 - 1 榮 美山クラブ 宇野 美山クラブ 2 - 1



平成２８年度福井市卓球選手権大会

平成２９年２月５日

福井市体育館

一般Ｓ級女子

山本笙子 直江　蓮 西尾遙奈 太田朱音

福井商業高校 フェニックス卓球クラブ 大野高校 フェニックス卓球クラブ

青木千佳 加藤千可子 榮　凜香 上田望実

福井商業高校 フェニックス卓球クラブ 美山中学校 万葉中学校

大藤沙月 古屋陽菜 大南　小梨

フェニックス卓球クラブ 金津卓球スポ小 フェニックス卓球クラブ

森廣伽衣 宗近祐里 坂本　実咲

フェニックス卓球クラブ 万葉中学校 フェニックス卓球クラブ

吉田美央 吉田愛子 川畑　明日香

福井商業高校 プラスアルファ フェニックス卓球クラブ

木内愛実 城戸佳織 直江　杏

福井商業高校 フェニックス卓球クラブ フェニックス卓球クラブ

青山静華 遠藤飛鳥 川畑葉那

Atec フェニックス卓球クラブ フェニックス卓球クラブ
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

2 - 1

フェニックス 5 - 2

4 - 1 森廣 フェニックス 青木 福井商業

川畑明2 - 2 加藤

3 - 2 大南 フェニックス

フェニックス

木内 福井商業 6 - 1

川畑葉 フェニックス 7 - 1

5 - 1 吉田 福井商業

フェニックス 1 - 2

7 - 2 青山 Ａｔｅｃ 坂本 フェニックス 4 - 2

大藤 フェニックス 3 - 1

6 - 2 城戸 フェニックス 直江

1 - 1 山本 福井商業



平成２８年度福井市卓球選手権大会

平成２９年２月５日

福井市体育館

一般Ａ級女子の部

小倉　珠規 平内　美津江 土性　直子

清水東クラブ チームスピリッツ 卓会

山下　香織 野村　宏恵 高波　千栄美

ＫＡＮＡＺＵ みのり倶楽部 チームスピリッツ

朝日　信子 長谷川　一枝 黒木　幸子

チームスピリッツ ユティック 卓球楽しい会

寺嶋　禮子 橋本　百合子 武藤　美紀子

プラスアルファ チームスピリッツ 卓球寺子屋

一般Ｂ級女子の部

山田信子 林　文江 永木真理子 青柳千恵子 坪田幸子

勝山きらり 卓球楽しい会 卓会 卓球寺子屋 卓球寺子屋

1

2

3

4

1

1-1 1-3

2-1 2-2

3-1

1-2 1-4

高波 チームスピリッツ 2 - 14 - 1 武藤 卓球寺子屋

プラ スアルファ 4 - 2

3 - 2 黒木 卓球楽しい会 平内 チームスピリッツ 1 - 2

朝日 チームスピリッツ 3 - 1

2 - 2 山下 KANAZU 寺嶋

1 - 1 小倉 清水東クラ ブ

① ② ③


