
福井市西体育館

優 勝 川畑　那央 フェニックス卓球クラブ 堀本　笑那 ミナミラボ

準優勝 平塚　健友 フェニックス卓球クラブ 橋本　茉理花 ミナミラボ

第３位 川畑　小次郎 フェニックス卓球クラブ 山路　倖彩 美浜卓球スポ少

第３位 矢戸　蒼真 円山卓球スポ少 吉村　日香梨 ミナミラボ

優　勝 川畑　孔明 フェニックス卓球クラブ 寺本　沙希子 美山卓球スポ少

準優勝 大山　北斗 若狭ＴＴＣ 森國　穂乃花 ミナミラボ

第３位 増田　凌志 ミナミラボ 新谷　莉央 フェニックス卓球クラブ

第３位 重僧　礼夢 美山スポ少 澤　実希 フェニックス卓球クラブ

優　勝 川畑　那智 フェニックス卓球クラブ 清水　愛未 ミナミラボ

準優勝 森廣　扇兜 フェニックス卓球クラブ 高橋　里奈 若狭ＴＴＣ

第３位 長谷川　隼大 ミナミラボ 中野　理咲子 フェニックス卓球クラブ

第３位 土田　健眞 ミナミラボ 中野　優里奈 フェニックス卓球クラブ

平成２９年度福井市小学生卓球大会試合結果

男子118名・女子93名

平成２９年１１月１９日
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福井市西体育館

バンビ男子

矢戸　蒼真 伊藤　琉騎 福山　智仁

円山スポ少 織田スポ少 フェニックス 1-1

平塚　健友 冨田　結斗 志尾　涼雅

フェニックス ミナミラボ 三国卓球クラブ 2-1

奥村　海斗 宇野　稜翔 川畑　小次郎

美浜スポ少 織田スポ少 フェニックス 1-2

川畑　那央 知見　直樹 太田　風志

フェニックス 若狭ＴＴＣ 大野クラブＪｒ

バンビ女子

堀本　笑那 佐部　寧々 山口　美羽 廣部　いづみ

ミナミラボ 三国卓球クラブ 美浜スポ少 丸岡ＪＳＣ 2-1

伊藤　三緒 岡崎　日和 新谷　真奈

丸岡ＪＳＣ 王子保スポ少 フェニックス 1-1

山路　倖彩 天谷　莉穂 濱崎　星見 3-1

美浜スポ少 森田Ｊｒクラブ ミナミラボ

橋本　茉理花 津田　那智 堂下　ゆめか

ミナミラボ 丸岡ＪＳＣ 大野クラブＪｒ 2-2

吉村　日香梨 石本　莉奈 山口　莉希

ミナミラボ 森田Ｊｒクラブ 美浜スポ少
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カブ男子

川畑　孔明 渡辺　大輝 関野　　旬 嵯峨　海斗

フェニックス ミナミラボ 大野クラブＪｒ 北日野スポ少 2-1

村川　陽仁 関　　隼人 田中　佑貴斗

三国卓球クラブ ミナミラボ 丸岡ＪＳＣ 1-1

西尾　一翔 天谷　春陽 五十嵐　悠翔 3-1

大野クラブＪｒ 森田Ｊｒクラブ 円山スポ少

竹下　孝太朗 小田　悠生 山野　佑悟

美山スポ少 フェニックス ミナミラボ 2-2

増田　凌志 古屋　　秀 森脇　寛太

ミナミラボ たけふ南スポ少 若狭ＴＴＣ 4-1

大山　北斗 谷口　暖稀 山路　佳温

若狭ＴＴＣ ミナミラボ 美浜スポ少 2-3

水野　登偉 松井　佑弥 松田　侑磨

フェニックス たけふ南スポ少 円山スポ少 1-2

堀本　爽太郎 上村　啓仁 石本　亜希翔

ミナミラボ 大野クラブＪｒ 森田Ｊｒクラブ 3-2

重僧　礼夢 光友　陽飛 川嶋　千晴

美山スポ少 ミナミラボ 北日野スポ少 1-3

石丸　　晃 駒野　翔太 岡崎　航太朗

フェニックス 織田スポ少 王子保スポ少 2-4

久保　星多郎 若新　健心 滝波　宗大 片岡　大祐

フェニックス 若狭ＴＴＣ 円山スポ少 ミナミラボ
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カブ女子

寺本　沙希子 上村　明日香 鈴木　綾乃

美山スポ少 ミナミラボ 大野クラブＪｒ 2-1

平田　詩織 山口　綾奏 長谷川　瑠那

卓誠会Ｊｒ 金津スポ少 森田Ｊｒクラブ 1-1

寺本　妃那 上野　百合香 村下　心瑚 3-1

ミナミラボ 織田スポ少 大野クラブＪｒ

長谷川　実桜 嶋田　皐月 黒野　千晏

ミナミラボ 織田スポ少 大野クラブＪｒ 2-2

新谷　莉央 大森　月花 田邉　あい乃

フェニックス 大野クラブＪｒ 美浜スポ少 4-1

橋本　莉緒 宇野　愛梨 池田　結香

金津スポ少 織田スポ少 大野クラブＪｒ 2-3

澤　　実希 宮越　史奈 田辺　花奈

フェニックス 卓誠会Ｊｒ ミナミラボ

高村　ちなみ 松村　陽菜 杉本　稀音 3-2

大野クラブＪｒ フェニックス 金津スポ少 1-2

津田　希那 小林　蒼生 乙見　　芯

丸岡ＪＳＣ ミナミラボ 美浜スポ少 2-4

森國　穂乃花 大畑　美未 竹林　　月

ミナミラボ 大野クラブＪｒ 美山スポ少
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ホープス男子

川畑　那智 冨永　葉介 岡邉　真史 柴田　　快

フェニックス 王子保スポ少 北日野スポ少 美浜スポ少 2-1

宮下　カンコヲ 水野　丈偉 金子　雅也

ミナミラボ フェニックス 大野クラブＪｒ 1-1

松井　勇人 大塚　結叶 稲葉　開人 3-1

たけふ南スポ少 北日野スポ少 丸岡ＪＳＣ

山腰　直輝 平田　将一郎 谷口　幸希

円山スポ少 卓誠会Ｊｒ 美山スポ少 2-2

山口　玲生 河端　聡邑 近藤　快成

ミナミラボ 北日野スポ少 フェニックス 4-1

清水　海政 林　　和志 三田村　泰成

円山スポ少 北日野スポ少 王子保スポ少 2-3

福田　　心 澤　　大貴 不破　悠斗

フェニックス 万葉ＪＴＣ 三国卓球クラブ 1-2

三原　快斗 大久　保陽生 廣部　圭太

ミナミラボ 織田スポ少 丸岡ＪＳＣ 3-2

野尻　壮平 前田　凌佑 揚原　貫汰

美山スポ少 北日野スポ少 ミナミラボ 1-3

石丸　巧晟 出嶋　波音 吉村　圭史 柴田　　快

フェニックス 三国卓球クラブ 王子保スポ少 美浜スポ少 2-4

長谷川　隼大 黒川　蓮斗 黒野　瑛太

ミナミラボ フェニックス 大野クラブＪｒ 5-1

橋本　泰知 小西　椋太 出雲路　健史

ミナミラボ 三国卓球クラブ フェニックス 2-5

橋本　陽太 高木　航希 宮川　晟空

美浜スポ少 丸岡ＪＳＣ 王子保スポ少 1-4

村井　海樹 出渕　晴紀 大谷　優太

フェニックス 北日野スポ少 卓誠会Ｊｒ 3-3

土田　健眞 野路　悟史 大橋　一稀

ミナミラボ フェニックス 王子保スポ少 1-5

河原　稜真 大場　聖矢 鈴木　彗矢

若狭ＴＴＣ 北日野スポ少 円山スポ少 2-6

水上　卓哉 飛田　和樹 上村　凌世

フェニックス 三国卓球クラブ 大野クラブＪｒ 4-2

磯川　拓斗 澤井　健太 広田　陽哉

ミナミラボ 美浜スポ少 美山スポ少 2-7

野尻　凌吾 土田　禎人 山下　　颯

卓愛レジェンド 北日野スポ少 王子保スポ少 1-6

斉藤　寛人 宮越　雅充 石井　健太郎 松岡　知優

大野クラブＪｒ 卓誠会Ｊｒ フェニックス ミナミラボ 3-4

矢戸　航太 西嶋　尚太 前田　佳哉

円山スポ少 王子保スポ少 万葉ＪＴＣ 1-7

田中　悠平 渡辺　秀斗 佐々木　清和

ミナミラボ 丸岡ＪＳＣ たけふ南スポ少 2-8

森廣　扇兜 佐々木　俊大 加藤　航平 松岡　知優

フェニックス 三国卓球クラブ 北日野スポ少 ミナミラボ
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ホープス女子

高橋　里奈 正山　　愛 竹内　七海 香川　聡美

若狭ＴＴＣ フェニックス 卓誠会Ｊｒ 森田Ｊｒクラブ 2-1

冨田　茉里 嶋田　佳奈栄 岩本　清花

ミナミラボ 織田スポ少 丸岡ＪＳＣ 1-1

澤　　侑希 濱北　　彩 松宮　汐里

フェニックス 大野クラブＪｒ 若狭ＴＴＣ 3-1

下出　帆希 志尾　はる菜 土肥　美結

たけふ南スポ少 三国卓球クラブ 卓誠会Ｊｒ 1-2

藤井　菜々子 竹林　海音 奥村　心咲

丸岡ＪＳＣ 美山スポ少 美浜スポ少 2-2

宮下　めい 高村　このみ 冨永　奈央

ミナミラボ 大野クラブＪｒ 王子保スポ少 1-3

中野　優里奈 知見　有紗 浅野　未緒

フェニックス 若狭ＴＴＣ 卓誠会Ｊｒ 4-1

中野　理咲子 中矢　朱夏 斉藤　美優

フェニックス 大野クラブＪｒ 織田スポ少 1-4

大山　莉沙 中野　恵瑠 山口　結女

若狭ＴＴＣ ミナミラボ 美浜スポ少 2-3

田中　杏奈 安田　ひより 松﨑　陽菜乃 竹野　日菜子

たけふ南スポ少 若狭ＴＴＣ フェニックス 円山スポ少 1-5

重僧　莉依世 伊坂　美南 増田　幸弥

美山スポ少 卓誠会Ｊｒ ミナミラボ 3-2

畠山　礼乃 畑　　明梨 佐部　瑠々

フェニックス 丸岡ＪＳＣ 三国卓球クラブ 1-6

木村　円香 渡邉　公乃 若新　真心

森田Ｊｒクラブ たけふ南スポ少 若狭ＴＴＣ 2-4

伊藤　姫依 林　　姫菜 安田　早咲香

卓誠会Ｊｒ 織田スポ少 フェニックス 1-7

清水　愛未 村中　優咲 前田　靜璃 竹野　日菜子

ミナミラボ 美山スポ少 大野クラブＪｒ 円山スポ少
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