
特別推薦 川畑　孔明 フェニックス卓球クラブ 特別推薦 中野　優里奈 フェニックス卓球クラブ

１位 水野　登偉 フェニックス卓球クラブ １位 池間　優衣 フェニックス卓球クラブ

２位 増田　凌志 ミナミラボ ２位 森國　穂乃花 フェニックス卓球クラブ

３位 重僧　礼夢 フェニックス卓球クラブ ３位 寺本　沙希子 美山スポ少

４位 小田　悠生 フェニックス卓球クラブ ４位 寺本　妃那 Ｔ２ジュニア

５位 光友　陽飛 ミナミラボ ５位 高村　ちなみ 陽明中

６位 大山　北斗 小浜二中 7 ６位 橋本　莉緒 金津スポ少

ベスト８ 片岡　大祐 ミナミラボ 8 ベスト８ 村下　心瑚　 陽明中

ベスト８ 竹下　孝太朗 美山スポ少 ベスト８ 宇野　愛梨 織田中

ベスト８ 上村　啓仁 陽明中 ベスト８ 黒野　千晏 陽明中

ベスト８ 堀本　爽太郎 ミナミラボ ベスト８ 成瀬　結衣 フェニックス卓球クラブ

ベスト８ 久保　星多郎 フェニックス卓球クラブ ベスト８ 嶋田　皐月 織田中

ベスト８ 関　隼人 ミナミラボ ベスト８ 上野　百合香 朝日中

ベスト８ 村川　陽仁 金津スポ少 ベスト８ 小林　蒼生 ミナミラボ

ベスト８ 西尾　一翔 開成中 ベスト８ 松村　陽菜 フェニックス卓球クラブ

ベスト１２ 石丸　晃 フェニックス卓球クラブ ベスト１２ 乙見　芯 美浜中

ベスト１２ 野坂　豪 春江中 ベスト１２ 清明　奈央 ミナミラボ

ベスト１２ 山野　佑悟 ミナミラボ ベスト１２ 上村　明日香 ミナミラボ

ベスト１２ 森脇　寛太 名田庄中 ベスト１２ 池田　結香 陽明中

135
以上、中部日本カデット選手権大会出場権獲得

令和３年度中部日本卓球選手権大会（カデットの部）福井県予選会

男　子　結　果 女　子　結　果

令和3年5月29日



令和３年度中部日本卓球選手権大会（カデットの部）福井県予選会

令和３年5月29日

敦賀市総合運動公園体育館

カデット男子トップリーグ

水野 小田 重僧 増田 光友 大山 勝点 順位

1 水野　登偉 フェニックス ３－０ ３－１ ３－１ ３－０ ３－０ 10 1

2 小田　悠生 フェニックス × × × ３－２ ３－２ 7 4

3 重僧　礼夢 フェニックス × ３－１ × ３－１ ３－０ 8 3

4 増田　凌志 ミナミラボ × ３－０ ３－０ ３－０ ３－０ 9 2

5 光友　陽飛 ミナミラボ × × × × ３－２ 6 5

6 大山　北斗 小浜二中 × × × × × 5 6

カデット女子トップリーグ

池間 森國 寺本 沙 橋本 寺本 妃 高村 勝点 順位

1 池間　優衣 フェニックス ３－１ ３－２ ３－２ ３－０ ３－０ 10 1

2 森國 穂乃花 フェニックス × ３－２ ３－０ ３－０ × 8 2

3 寺本 沙希子 美山スポ少 × × ３－１ ３－０ ３－２ 8 3

4 橋本　莉緒 金津スポ少 × × × × × 5 6

5 寺本　妃那 Ｔ２ジュニア × × × ３－２ ３－０ 7 4

6 高村 ちなみ 陽明中 × ３－１ × ３－０ × 7 5



令和３年度中部日本卓球選手権大会（カデットの部）福井県予選会

令和3年5月29日

敦賀市総合運動公園体育館

カデット男子シングルス

片岡　大祐 野村　倖希 寺川　源十 釜田  勇輝
ミナミラボ 小浜二中 美浜中 中央中 201

吉田　航大 上野　櫂生 田鳥　孔輝 1

名田庄中 武生一中 丸岡中 101

山川　煌生 橋本  悠希 髙島　悠斉
陽明中 中央中 春江中
石丸　晃 大河瀨󠄀󠄀　勇人 糀谷　俊輔
フェニックス卓球クラブ 丸岡中 名田庄中 202

竹下　孝太朗 若新　健心 向川　慧吾
美山スポ少 若狭TTC 陽明中
上村　啓仁 柴田　創太 岩田　郷
陽明中 小浜二中 ミナミラボ 203

坪川　青翔 武岡　凛空 石山　瑛一 2

丸岡ＪＳＣ ミナミラボ 陽明中 102

羽生　晴音 野坂　豪 野瀬　光生
陽明中 春江中 小浜二中
山路　佳温 栗原　平冴 上野　透弥
美浜中 名田庄中 ミナミラボ 103

服部　雅也 酒井  崚河 山本　琉成

武生一中 中央中 春江中 204

堀本　爽太郎 植村　昂ノ介 米澤  快斗
ミナミラボ 陽明中 中央中
久保　星多郎 柿本　一颯 眞榮里　晃志
フェニックス卓球クラブ 小浜二中 丸岡中 205

渡辺  昇吾 橋本　都生 大久保　大輔
中央中 名田庄中 春江中 104

山野　佑悟 野崎  拳成 中川　稀輝心
ミナミラボ 中央中 丸岡中
八尾　昊惺　 池本　頼斗 河本　晃晴 2

小浜二中 ミナミラボ 陽明中 105

石本　亜希翔 塚本  英太 宮田　那央

森田ジュニア 中央中 春江中 206

関　隼人 高橋  正明 岡本　凛太朗
ミナミラボ 中央中 春江中
森脇　寛太 武田　樹 糟谷　拓見
名田庄中 美浜中 武生一中 207

奥村　大祐 渡辺　大輝 阪本  陸
春江中 ミナミラボ 中央中 106

村川　陽仁 眞柄　幸樹 旭　斗馬
金津スポ少 陽明中 陽明中
谷口　暖稀 谷久　景司 渡邉　隆典 2

ミナミラボ 名田庄中 春江中 107

北出　達也 坂本　大知 山内　瑠衣斗

丸岡中 春江中 武生一中 208

西尾　一翔 清水　浩晴 小西　湊太
開成中 小浜二中 名田庄中
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西尾

片岡

上村

堀本

久保

竹下
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代表決定戦

山川

決定戦① 石丸

石丸

野坂

決定戦② 野坂

酒井

山野

決定戦③ 山野

宮田

森脇

決定戦④ 森脇

坂本

１



令和３年度中部日本卓球選手権大会（カデットの部）福井県予選会

令和３年5月29日

敦賀市総合運動公園体育館

カデット女子シングルス

村下　心瑚　 山添　栞奈 中山　夏来
陽明中学校 小浜二中学校 春江中学校 201

小林　海桜 大野　日和 前坂　心優
春江中学校 美浜中学校 織田中学校 101

乙見　芯 山田　望乃果 中嶋　さや香
美浜中学校 中央中学校 名田庄中学校
武田　佳乃 松田　結依子 廣畑　芽依
美浜中学校 陽明中学校 小浜二中学校 202

相馬　叶望 宇野　愛梨 秋本　有里加

名田庄中学校 織田中学校 中央中学校

黒野　千晏 奥出　凛乃 森下　結羽

陽明中学校 春江中学校 中央中学校 203

清明　奈央 木村　結菜 玉本　光
ミナミラボ 美浜中学校 福大附属中 １

滝谷　和香奈 角崎　芽依 清水　雫玖 1

中央中学校 陽明中学校 名田庄中学校 102 ２

鳥左近　桜 野口　夢来 藤田　花彩

小浜二中学校 美浜中学校 織田中学校 204

成瀬　結衣 前阪　澪花 森　悠香

フェニックス 春江中学校 陽明中学校

嶋田　皐月 田畑　姫珂 森口　若菜

織田中学校 中央中学校 名田庄中学校 205

原　優花 田中　奈央 保田　彩羽
中央中学校 陽明中学校 春江中学校 103

田辺　こと乃 奥村　小粋 出口　智郷
美浜中学校 福大附属中 小浜二中学校
上村　明日香 酒井　綺衣 口手　希彩
ミナミラボ 陽明中学校 名田庄中学校 206

上野　百合香 木村　芽生 大西　志果
朝日中学校 美浜中学校 中央中学校
小林　蒼生 八木　琴星 高間　陽菜
ミナミラボ 美浜中学校 中央中学校 207

池田　結香 山﨑　來晴 川嶋　美咲
陽明中学校 織田中学校 小浜二中学校
北島　美羽 前田　桜愛 橋爪　蒼依
春江中学校 陽明中学校 中央中学校 104 １

田邊　あい乃 土井　心結 居関　かなた
美浜中学校 中央中学校 福大附属中 1 208

松村　陽菜 水島　穂花 前田　奈々
フェニックス 織田中学校 小浜二中学校

嶋田

上野

小林
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村下

宇野

黒野

成瀬

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

19

20

16

17

18



代表決定戦

決定戦①

決定戦②

野口

田辺

決定戦③

上村

池田

決定戦④

北島 池田

乙見

武田

清明

清明

上村

乙見


