
令和４年度 

福井県卓球選手権大会 

(カデットの部)

期日： 令和４年７月２２日(第１部) 

２３日(第２部) 

会場： 敦賀市総合運動公園体育館 

主催 福井県卓球協会 

協賛 東洋紡株式会社 敦賀事業所 
株式会社 越前セラミカ 
株式会社 寺下機型製作所 
福井新聞九頭竜森田販売店 
豊國福井株式会社 
ミナミ卓球用品



時間 ９：４０ １０：０５ １０：３０ １０：５５ １１：２０ １２：００ １２：２５ １２：５０ １３：２０ １３：５０ １４：２０

1 １３男１０１

2 男Ｄ１０１ １３男１０２ １３男２０１ １３男２０５ １３男３０１

3 男Ｄ１０２ 男Ｄ２０１ １３男１０３ １３男２０２ １３男２０６ １３男３０２

4 男Ｄ１０３ 男Ｄ２０２ 男Ｄ３０１ １３男２０３ １３男２０７ １３男３０３

5 男Ｄ１０４ 男Ｄ２０３ 男Ｄ３０２ 男Ｄ４０１ １３男２０４ １３男２０８ １３男３０４

6 男Ｄ１０５ 男Ｄ２０４ １４男１０５ １４男２０１

7 男Ｄ１０６ １４男１０１ １４男１０６ １４男２０２

8 男Ｄ１０７ １４男１０２ １４男１０７ １４男２０３

9 １４男１０３ １４男２０４

10 １４男１０４

11 １４女１０１

12 女Ｄ１０１ １４女１０２ １４女１０５ １４女２０１ １４女３０１

13 女Ｄ１０２ １４女１０３ １４女１０６ １４女２０２ １４女３０２

14 女Ｄ１０３ 女Ｄ２０１ 女Ｄ３０１ １４女１０４ １４女１０７ １４女２０３ １４女３０３

15 女Ｄ１０４ 女Ｄ２０２ 女Ｄ３０２ 女Ｄ４０１ １４女２０４ １４女３０４

16 女Ｄ１０５ 女Ｄ２０３ １４女２０５ １３女３０１

17 女Ｄ１０６ 女Ｄ２０４ １３女１０１ １３女２０１ １３女２０５ １４女２０６ １３女３０２

18 女Ｄ１０７ １３女２０２ １３女２０６ １４女２０７ １３女３０３

19 女Ｄ１０８ １３女２０３ １３女２０７ １４女２０８ １３女３０４

20 １３女２０４ １３女２０８

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

北信越練習会３年

コ
ー
ト
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備
・
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２０２２　福井県卓球選手権大会＜カデット１部＞　タイムテーブル

１４才男決勝リーグ

１３才男決勝リーグ

１４才女決勝リーグ

１３才女決勝リーグ

１５：００



コート
9:00～
9:30

9:30～
10:00

10:00～
10:30

10:30～
11:00

11:00～
11:30

11:30～
12:00

12:00～
12:30
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13:00

13:00～
　13:30
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13:50

13:50～
　14:10

14:10～
14:30

14:30～
　14:50

14:50～
15:10

15:10～
　15:30

1

2 １４才男１０９ １４才男２０１ １４才男３０１

3 １４才男１１０ １４才男２０２ １４才男３０２

4 １４才男１１１ １４才男２０３ １４才男３０３ １４才男４０１ １４才男５０１

5 １４才男１１２ １４才男２０４ １４才男３０４ １４才男４０２

6 １４才男２０５ １３才男３０１

7 １４才男２０６ １３才男３０２ １４才男４０１ １４才男５０１

8 １４才男１０１ １４才男１０４ １４才男１０７ １４才男２０７ １３才男３０３ １４才男４０２

9 １４才男１０２ １４才男１０５ １４才男１０８ １４才男２０８ １３才男３０４

10 １４才男１０３ １４才男１０６

11

12 １３才男１０８ １３才男２０１

13 １３才男１０９ １３才男２０２

14 １３才男１１０ １３才男２０３

15 １３才男２０４

16 １３才男１０１ １３才男１０６ １３才男２０５

17 １３才男１０２ １３才男１０７ １３才男２０６

18 １３才男１０３ １３才男２０７

19 １３才男１０４ １３才男２０８

20 １３才男１０５

21

22 １４女１０８ １４女３０１

23 １４女１０９ １４女２０７ １４女３０２ １４女４０１

24 １４女１１０ １４女２０８ １４女３０３ １４女４０２ １４女５０１

25 １４女３０４

26 １３女３０１ １３女４０１ １３女５０１

27 １４女１０１ １４女１０５ １４女２０１ １４女２０５ １３女３０２ １３女４０２

28 １４女１０２ １４女１０６ １４女２０２ １４女２０６ １３女３０３

29 １４女１０３ １４女１０７ １４女２０３ １３女３０４

30 １４女１０４ １４女２０４

31

32

33

34 １３女１０７ １３女２０７

35 １３女１０８ １３女２０８

36 １３女１０１ １３女１０５ １３女２０３

37 １３女１０２ １３女１０６ １３女２０４

38 １３女１０３ １３女２０１ １３女２０５

39 １３女１０４ １３女２０２ １３女２０６

１３才男子10リーグ

１４才男子１１リーグ

１４才男子１２リーグ

１４才男子１３リーグ

１３才男子4リーグ

１３才男子5リーグ

１３才男子6リーグ

１３才男子3リーグ

１３才男子１３リーグ

１３才男子１５リーグ

１４才男子6リーグ

１４才男子7リーグ

１４才男子8リーグ

１４才男子9リーグ

１４才男子10リーグ

１４才男子１４リーグ

１４才男子１６リーグ

１３才女子１７リーグ１３才女子８リーグ

１３才男子１６リーグ

１３才男子7リーグ

１３才男子8リーグ

１３才男子9リーグ

１３才男子１７リーグ

１３才男子１８リーグ

１３才男子１９リーグ

１３才男子２０リーグ

１３才女子７リーグ １３才女子１６リーグ

１３才男子2リーグ

１４才男子2リーグ

１４才男子3リーグ

１４才男子4リーグ

１４才男子5リーグ

１３才女子１９リーグ

１３才女子１８リーグ

１３才男子１２リーグ

１４才男子１７リーグ

１４才男子１８リーグ

１４才男子１９リーグ

１３才女子９リーグ

１３才女子１０リーグ

１４才女子２リーグ

１４才女子３リーグ １４才女子１２リーグ

１４才女子１１リーグ

１４才男子２３リーグ

１４才男子２４リーグ

１４才男子２５リーグ

１４才男子２６リーグ

１４才男子２０リーグ

１３才男子１１リーグ

１４才女子２１リーグ

１４才女子２３リーグ

１４才女子２４リーグ

１４才男子２７リーグ

１３才男子２１リーグ

１３才男子２２リーグ

１４才女子２０リーグ

１４才女子８リーグ

１４才女子９リーグ

１４才女子１０リーグ

１３才男子２３リーグ

１３才男子２４リーグ

１４才女子４リーグ

１４才女子５リーグ

１４才女子６リーグ

１４才女子７リーグ

１３才女子１４リーグ

１３才女子１５リーグ

１３才女１リーグ １３才女６リーグ １３才女１２リーグ

１３才女子２リーグ

１３才女子４リーグ

１３才女子５リーグ

１４才女子２２リーグ

１３才女子２３リーグ

１３才女子２２リーグ

１３才女子２１リーグ

１３才女２４リーグ

令和４年度　福井県卓球選手権大会カデット２部 タイムテーブル

１４才女１リーグ １３才女２６リーグ

１３才女子１１リーグ

１３才女子１３リーグ

片付け

表彰

１３才女子２０リーグ

１３才女子３リーグ

１４才女子１３リーグ

１４才女子１４リーグ

１４才女子１５リーグ

１４才女子１６リーグ

１４才女子１７リーグ

１４才女子１８リーグ

１４才女子１９リーグ

１４才女子２５リーグ

１４才男1リーグ １４才男１５リーグ １４才男２８リーグ

１３才男1リーグ １３才男１４リーグ １３才男２６リーグ

１３才男子２５リーグ

１４才男子２１リーグ

１４才男子２２リーグ



福井県卓球選手権大会（カデットの部）１部 競技上の注意 
 
本大会は、現行の日本卓球ルールに基づいて行いますが、以下の点につい

て注意してください。 
  

★「試合方法」 
  ・「シングルス１部・ダブルス１部・」 

全試合５ゲームスマッチとする。 
・大会採用球は VICTAS のみとする。 
・ダブルスは、すべてトーナメント戦とする。 
・シングルスは、ベスト４までトーナメント戦、その後は 4 人による 

決勝リーグを行う。 
 
 ★「アドバイザーのベンチ入り」 
  ・準々決勝から認めます。 
 
 ★「タイムアウト制」    
  ・準々決勝から認めます。 
 
 ★「審判、報告」について 
  ・すべての試合を「相互審判」とします。 
  ・試合終了後、試合に勝った選手が本部に報告に来てください。 
  ・選手は、本年度の日本卓球協会ゼッケンを必ずつけてください。 
 
 ★その他 

・「全日本卓球選手権大会（ｶﾃﾞｯﾄの部）」の参加資格を得たチームには、
後日、福井県卓球協会から本大会の要項等を送ります。 

  ・競技フロアへの立ち入りが認められているのは、以下の者のみです。 
   「選手」「アドバイザー（準々決勝以降）」「審判要員」「本部役員」 
  ・選手引率につきましては、選手１名につき帯同者１名可とします。 
  ・開場は、８：００からです。 

 

お知らせ       
全日本卓球選手権大会＜カデットの部＞への出場者 

 ★シングルス 
 ・男子 14 才 1 部：2 名  ・男子 13 才 1 部：2 名 

・女子 14 才 1 部：2 名  ・女子 13 才 1 部：2 名 
                 

 
★ダブルス 
 ・男子 1 組 ・女子 1 組 



福井県卓球選手権大会（カデットの部）２部 競技上の注意 
 
本大会は、現行の日本卓球ルールに基づいて行いますが、以下の点につい

て注意してください。 
  

★「試合方法」 
  ・シングルス１３才２部・１４才２部とも予選リーグは３ゲームスマッチ  
   決勝トーナメントより５ゲームスマッチとする。（予選リーグ１位のみ

決勝トーナメントに進出。） 
 

・大会試合球は VICTAS・ニッタクプレミアムクリーンとする。 
 
 ★「アドバイザーのベンチ入り」・「タイムアウト制」 

・採用しない。 
  

★「審判、報告」について 
  ・すべての試合を「相互審判」とする。 
   

・試合終了後、試合に勝った選手が本部に報告する。 
 
  ・選手は、本年度の日本卓球協会ゼッケンを必ずつける。 
 
 ★その他 
  ・競技フロアへの立ち入りが認められているのは、以下の者のみです。 
   「選手」「審判要員」「本部役員」 
   

・選手引率については、各チーム２名までとする。 
   

・開場は、８：００からとする。 
（敦賀市内の中学校は、７：３０より準備をします。） 



NO

本日の

体温（ ℃） ① ② ③ ④ 備考

引率者
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8
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※枠が不足する場合は， 用紙を追加し てく ださ い。

（別紙２）【引率者等が、2週間分の記録を集約し、大会当日受付時に各競技専門部に提出】

NO 氏名

体調記録表（ ２ 週間の間） において， 異常がなければ各

項目に✔をすること。

令和　 　 年　 　 月　 　 日

学校同行者体調記録表
学校名（  　 　 　 　 　 　 ）  　 　 引率者氏名（  　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

①　 平熱を 超える発熱（ 概ね37 度５ 分以上）  ② 咳（ せき ） ， のどの痛みなど風邪の症状

③    だるさ （ 倦怠感） ， 息苦し さ （ 呼吸困難）  ④ 味覚や嗅覚の異常



令和４年度　福井県卓球選手権大会

令和4年7月22日（金）

敦賀市総合運動公園体育館

１３才１部男子

201 205

101 102

301 303

202 206

203 207

302

304

204 103

208

冨田　結斗 (ミナミラボ) 10

2 山口　一樹 (鯖江王山) 三輪　吏音

1 平塚　健友 (フェニックス)

(フェニックス) 11

3 安福　勇瑚 (円山スポ少) 竹澤　陽翔 (円山スポ少) 12

4 平塚　亘 (フェニックス) 太田　風志 (フェニックス) 13

知見　直樹 (若狭TTC) 14

6 川畑　小次郎 (フェニックス) 山崎　蓮一郎

5 志尾　涼雅 (三国中)

(金津スポ少) 15

7 森川　勇 (若狭TTC) 小林　侑正 (円山スポ少) 16

8 志田　侑愛 (金津スポ少) 山口　真大 (鯖江王山) 17

9 坪川　碧 (丸岡JSC) 河原　脩真 (若狭TTC) 18

川畑　那央 (フェニックス) 19



令和４年度　福井県卓球選手権大会

令和４年７月２２日（金）

敦賀市総合運動公園体育館

１３才１部女子

201 205

101 303

301

206

202

207

203 304

302 208

204

杉本　心麗 (フェニックス) 10

(ミナミラボ) 112 小辻　花音 (万葉ＪＴＣ)

山路　倖彩 (美浜中) 12

小林　楓

1 大岩　悠乃 (ミナミラボ)

3 居関　みちる (福大附属)

4 前田　もな (ミナミラボ) 橋本　茉理花 (ミナミラボ)

(万葉ＪＴＣ) 15

濵﨑　星見 (ミナミラボ) 14

13

6 堀本　笑那 (ミナミラボ)

5 津田　那智 (フェニックス)

(小浜中) 16

武田　楓羽

7 山口　美羽 (美浜スポ少)

(卓愛レジェンド)

村松　優奈

杉本　來心 (フェニックス) 17

9 伊藤　三緒 (フェニックス)

8 山田　梨湖



令和４年度　福井県卓球選手権大会

令和4年7月23日(土)

敦賀市総合運動公園体育館

１３歳２部男子

金津スポ少 南越前中 中央中
田川　蓮士 下村 遥斗 髙木　謙佑 201

武生三中 三国中 社中 中央中
中條 稜介 嘉村 悠海 茶谷　虎太郎 内藤　大 101

清水中 角鹿中 開成中 松陵中
岡　優叶 松浦　毅一 村山　璃久 椛島　蒼生 301

武生二中 小浜二中 角鹿中 中央中
鹿渡　奏空 小川　敦也 坂本　直柔 髙橋　悠 102

足羽中 社中 武生三中 武生二中
國廣　篤生 岡田　一之心 反保 遙都 三上　歩夢 202

粟野中 中央中 社中 小浜二中
水江　怜太郎 渡辺　暖人 小笹　柑太 桑田　優斗 103

開成中 松陵中 粟野中 南越前中 401

齊藤　琉生 松永　恵汰 小林　優太 幸明 瑞樹
武生五中 粟野中 武生二中 足羽中
棗　隆人 久我　琉晟 増永　敦也 小川　翔太郎 203

中央中 美浜中 粟野中 南越前中
多田　裕亮 杉本　祥悟 松田　考広 別府 威吹 104

鯖江中 粟野中 社中 足羽中
堀 薫太 山本　悠貴 武田　來樹 田中　優大 302

南越前中 清水中 武生三中 開成中
平澤 奏 小林　直人 吉田 晴飛 大場　駿斗 105

武生二中坂口分校松陵中 小浜二中 粟野中
久保　優真 島津　篤志 池田　成那 柏原　一翔 204

ミナミラボ 武生二中 松陵中 中央中
永崎　瑛大 竹内　一伍 岩本　禅 佐飛　乃理章 501

社中 南越前中 武生二中
山内　生琉 伊藤 星蓮 䋆谷　柾輝 205

松陵中 中央中 武生三中 角鹿中
磯見　煌太 西谷　透哉 塚﨑 謙太 石原　諒和 106

足羽中 中央中 松陵中 社中
前川　颯汰 浜本　晃之介 鷲田　晄 酒井　仁亜 303

春江中 角鹿中 社中 粟野中
月僧 太我 本吉　勇夢 藤本　和弥 川端　杜和 107

小浜二中 武生三中 足羽中 開成中
岩木　慧 小川 茉輝 伊藤　蓮 永見　　陸 206

清水中 武生二中 南越前中 中央中
橋本　崇宏 荒井　雄晴 嶋崎 祐太 髙木　悠至
三国中 中央中 粟野中 開成中 402

山本 真輝 田畑　獅恩 山形　颯 山本　篤輝 108

角鹿中 粟野中 武生二中 中央中
上田　新 伊藤　碧斗 小藪　咲之亮 村瀨　ひいろ 207

開成中 粟野中 南越前中 松陵中
木下　祥維 西野　陽太 三田村 英和 内田　幸志 109

美浜中 粟野中 社中 武生三中
奥村　海斗 橋本　直到 野村　勇真 迫  寛弥 304

武生二中 中央中 清水中 小浜二中
日下　大地 髙野　怜生 堂下　琥志朗 上中　湊太 110

中央中 南越前中 社中 足羽中
西岡　翼 山本 志真 大倉　慶太 田倉　駿一 208

陽明中 松陵中 武生二中
中村　旺資 渡邉　虹太 大山　律斗
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令和４年度　福井県卓球選手権大会

令和４年７月２３日（土）

敦賀市総合運動公園体育館

１３才２部女子

三屋　綾音 川上　弥恵 松若　来海
春江中 開成中 粟野中 201

朝倉　あり紗 野㞍　奈央 上田　夏愛 東　りずな
南越前中 松陵中 清水中 小浜二中 101

名子 瑞姫 村上 茉穂 松葉　來未 岩野　陽菜
灯明寺中 三国中 開成中 粟野中 301

石谷　彩音 田中　舞海 河野　心夢 仲田 夢羽菜
粟野中 小浜二中 松陵中 灯明寺中 102

岩倉　えま 杉村　夏海 藤田　結菜 高野　穂奏
南越前中 気比中 中央中 開成中 202

佐藤　舞佳 大村　江未華 西畑　心花
万葉ＪＴＣ 春江中 粟野中 401

田中　杏樹 番場　來夏 平田　和奏　 森田　凜
清水中 開成中 春江中 松陵中 203

松田　紗依 畠中　悠衣 安川 美空 高山　杏里
開成中 中央中 灯明寺中 松陵中 103

坪田 明奈 福田　寧々 岸本 結月 長谷　悠香
三国中 南越前中 美浜中 陽明中 302

仲野　倫南 東　樹奈 吉光　優花 南部　莉杏
小浜二中 中央中 気比中 開成中 104

中川　めい 大谷萌々花 髙嶋　杏 牧田　侑奈
松陵中 開成中 南越前中 中央中 204

上屋敷　莉菜 髙嶌　雫 鈴木　柚
金津スポ少 松陵中 清水中 501

硲　穂香 岩岡　亜弥 藤田　彩世 杉田　來春
春江中 開成中 気比中 小浜二中 205

片岡　実咲 横山　未莉有 根岸　二胡 小林　凜乃
陽明中 清水中 粟野中 春江中 105

萩原　結愛 杉田 莉乃 白藤　優衣香 山本　一葉
松陵中 三国中 南越前中 中央中 303

和多田　七都 落井　琉千紅 中村　由陽 伊藤　杏華
気比中 南越前中 松陵中 春江中 106

鈴木　彩華 津山　亜香里 笹嶋　　翼 白崎 杏優理
粟野中 中央中 開成中 灯明寺中 206

伊藤　陽菜 谷上　陽菜実 重田　莉奈 伊藤　咲絢
金津スポ少 松陵中 小浜二中 粟野中 402

中村　優来 橋詰　美伊奈 藤井　美緒 湯浅　心葉
卓誠会Jr 小浜二中 松陵中 気比中 207

向井　琴音 大原　葵 小川　優奈 林　葵依
武生二中坂口分校 粟野中 春江中 松陵中 107

竹本　　楓 本多　琉夏 伊藤 優衣 土田　空來
開成中 南越前中 灯明寺中 中央中 304

森下　愛海 中嶋　美咲 近藤　里紗 久保　蒼生
中央中 粟野中 清水中 松陵中 108

青山 ひな 川口 瑠姫 田中　美瑛 加藤　陽愛
美浜中 三国中 南越前中 小浜二中 208

上田　咲綾 石川志ゅん 三輪　琴葉
万葉ＪＴＣ 開成中 気比中
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令和４年度　福井県卓球選手権大会

令和４年７月２２日（金）

敦賀市総合運動公園体育館

１４歳１部　男子

1 重僧　礼夢 (フェニックス) 関　隼人 (ミナミラボ) 8

11

10

104

藪　大輝 (三国中) 9

124 大塚　誉之 （中央中） 若新　健心 (若狭ＴＴＣ)

(フェニックス)

(円山スポ少)

102 106

2 坪川　青翔 (丸岡ＪＳＣ) 201 203

101 滝波　宗大

3 古曽　幹人 (ミナミラボ) 105

石丸　晃

202 204

6 堀田　昇希 (円山スポ少) 北出　達也 (丸岡中) 14

5 近田　大翔 (若狭ＴＴＣ) 萬田　悠多 (ミナミラボ) 13

103 107

7 堀本　爽太郎 (ミナミラボ) 矢戸　蒼真 (円山スポ少) 15



令和４年度　福井県卓球選手権大会

令和４年７月２２日（金）

敦賀市総合運動公園体育館

１４才１部女子

201 205

101 104

301

303

202 105

206

203

102 207

302 106

103 304

204 107

208
22

黒野　千晏　 (陽明中) 23

(ミナミラボ) 21

田邊　あい乃 (美浜中)11 高村　ちなみ (陽明中)

杉山　花那 (小浜二中) 20

10 大畑　心美 (小浜二中) 上村　明日香

9 木村　結菜 (美浜中)

18

8 寺本　妃那 (Ｔ２ジュニア) 小西　明里 (卓愛レジェンド) 19

(織田中) 17

7 阿波　友彩 (気比中) 吉村　日香梨 (鯖江中)

大野　日和 (美浜中) 16

6 新谷　真奈 (フェニックス) 宇野　愛梨

5 小林　蒼生 (ミナミラボ)

14

4 武田　佳乃 (美浜中) 清明　奈央 (ミナミラボ) 15

(福大附属) 13

3 池田　結香 (陽明中) 乙見　芯 (美浜中)

長谷川　実桜 (鯖江中) 12

2 居関　かなた (福大附属) 玉本　光

1 森國　穂乃花 (フェニックス)



令和４年度　福井県卓球選手権大会

令和4年7月23日(土)

敦賀市総合運動公園体育館

１４歳２部男子

陽明中 足羽中 鯖江中
山川　煌生 中川　愛斗 市橋　唯都 201

南越前中 開成中 勝山南部中 春江中
小川 航輝 伊藤　柊斗 藪本　遼汰 宮田 滉大 101

松陵中 小浜二中 粟野中 開成中
星　友輔 鬼塚　大輝 山本　慧人 野村　明寿 301

松陵中 武生三中 粟野中 鯖江中
池本　頼斗 山田　悠人 坂口　元一 奥出 叶羽 102

中央中 美浜中 開成中 武生二中
宮下　泰治 寺川　源十 薬師　健太 岩尾　聖那 202

足羽中 粟野中 角鹿中 南越前中
髙島　透直 茶谷　迅 南部　湧大 川﨑 誠也 103

武生二中 松陵中 粟野中 清水中
古屋　秀 野村　遙人 佐藤　太騎 塚本　亮太郎 401

小浜中 足羽中 武生五中 粟野中
松木　瑞翔 川瀬　竜旺 山腰　來夢 坂口　達哉 104

中央中 粟野中 鯖江中 開成中
𠮷𠮷川　樹 藤元　悠成 西澤　隼翔 黒瀬　一誠 203

春江中 社中 武生二中 粟野中
岡本 凛太朗 長谷川　瑛士 墨崎　陽輝 小森　博友 105

松陵中 開成中 中央中 粟野中
山口　柊斗 廣瀬　竜馬 吉村　悠希 永田　悠人 302

武生一中 開成中 松陵中 角鹿中
笛吹　春翔 山脇　勝光 鈴間　治弥 立木　斗磨 106

社中 丸岡中 開成中 春江中
宮崎　友暉 長谷川　大輝 松下　晴陽 青柳 遥生 204

清水中 南越前中 松陵中 武生三中
角　樹 岩﨑 周平 江上　和希 山口　智弘 501

春江中 武生一中 中央中
岡部 瑠太 古木　泰人 清水　椎那 205

粟野中 松陵中 鯖江中 南越前中
藤原　拓武 武岡　凛空 五十嵐 隆仁 奥村 知久 107

武生二中坂口分校 松陵中 社中 南越前中
坂東　光太 竹内　春翔 三好　開登 山内 悠希 303

角鹿中 開成中 粟野中 足羽中
井畑　琉唯 山川　良仁 山本　昊弥 漆﨑　賢太 108

松陵中 開成中 武生一中 鯖江中
堺　優樹 浜野　響 関　翼 小柳 祐輔 206

武生三中 春江中 足羽中 鯖江中
宝泉　伊織 嶋本 悠佑 木下　遥希 飛坂 兼愛 109

鯖江中 武生二中 清水中 粟野中
高橋　育玖 内田　瑛介 荒井　翔太 田中　陽翔 402

開成中 粟野中 足羽中 開成中
佐々木　大地 花房　由弥 髙田　宙 澤井　涼雅 110

武生二中 中央中 粟野中 南越前中
岸本　明樹 大塚　渉琉 小川　広翔 西山 悠斗 207

勝山南部中 開成中 春江中 粟野中
山崎　翼 笠羽　温成 衣川 來玖 武田　常徳 111

武生五中 小浜中 南越前中 開成中
橋本　一輝 吉岡　光翔 坂川 蓮弥 宮腰　巧毅 304

中央中 春江中 松陵中 角鹿中
上田　悠瑚 北島 真飛仁 田中　優斗 布栄　輝人 112

三国中 足羽中 社中 松陵中
三谷　優心 齊川　巧 篠島　秀明 野村　楢人 208

松陵中 武生二中 南越前中
谷口　暖稀 上山　拓哉 塚田　直翔
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令和４年度　福井県卓球選手権大会（カデット２部）

令和４年７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14歳２部

開成中 中央中 南越前中
宮崎　智花 大田　希彩 大木　瞳美 2-1

織田中 三国中 武生二中 粟野中
駒野　心優 畑 望 松本　結羽 籠　綾音 1-1

灯明寺中 小浜中 気比中 南越前中
谷 優亜 重田　扇花 赤澤　菜月 世継　真奈美 3-1

鯖江中 粟野中 春江中 武生二中
岸本　結愛 髙田　美来 佐々木　友夏 川原　彩菜 1-2

気比中 中央中 南越前中
前川　陽莉 落井　遼樺 三田村　有紗 2-2

開成中 三国中 灯明寺中 南越前中
建石　玲菜 中村 琉嘉 室 美空 奥村　梨緒奈 1-3

陽明中 粟野中 春江中 武生二中坂口分校 4-1

旭　祐理子 冷水　渚咲 田中　美有 久保　ゆりあ
金津スポ少 灯明寺中 南越前中 開成中
河田　葵衣 新井 栞奈 臼谷　希愛 廣瀬　星来 2-3

中央中 粟野中 春江中 南越前中
原　彩花 中川　沙耶 木下　紗英 岩嵜　宥乃 1-4

陽明中 松陵中 武生二中 織田中
小嵐　優花 中野　夏菜 中西　日和 遠藤　琉嘩 3-2

武生二中坂口分校 織田中 灯明寺中 気比中
谷橋　柚羽 町谷　彩乃 端野 帆夏 畑上　愛弥 1-5

南越前中 粟野中 中央中 開成中
早田　純菜 山口　ひより 大久保　里桜 永見　ゆな 2-4

清水中 武生二中 小浜中 中央中
中堀　愛子 野村　愛音 坪内　梨桜 山本　愛奈 5-1

鯖江中 武生二中坂口分校 灯明寺中 粟野中
山本　優月 加藤　弥奈 滝波 奏音 木原　知優 2-5

南越前中 中央中 粟野中
奥村　紫衣 月田　琉香 今西　桃百香 1-6

松陵中 武生二中 小浜中 開成中
池野　聖苗 井上　ひなた 母利　愛美 荒矢　夏希 3-3

中央中 粟野中 南越前中 灯明寺中
富永　紗來 山口　緋鶴 内田　華鈴 千本 優衣 1-7

春江中 織田中 気比中 南越前中
五十嵐　みひろ 冨田　杏珠 川尻　梨瑚 伊藤　里桜 2-6

卓誠会Jr 開成中 三国中 武生二中
宮越　史奈 山崎　萌栞 村内 結奈 福田　愛乃
鯖江中 武生二中坂口分校 灯明寺中 粟野中 4-2

福岡　千春 田中　まゆ 八木 愛利菜 北埜　妃茉梨 1-8

三国中 開成中 気比中 南越前中
那須 美里 宮垣　日和理 岡本　煌彩 岩﨑　寧音 2-7

粟野中 中央中 武生二中
大野　樹里 田村　苺夢 田中　優愛 1-9

陽明中 中央中 南越前中 春江中
北野　真悠 田安　弘奈 今村　美智 山本　心々美 3-4

武生二中 気比中 灯明寺中 織田中
加藤　瑠奈 中谷　美結奈 多湖 亜音來 林　里穂 1-10

小浜中 清水中 中央中 武生二中坂口分校

木崎　優 山﨑　友里奈 八田　煌莉 田中　美遙 2-8

開成中 粟野中 南越前中
大畑　美未 恩田　紗良 西村　小雪

1 1

2 17

3 16

4 9

5 24

6 25

7 8

8 5

9 21

10 12

11 13

12 20

13 4

14 3

15 19

16 14

17 11

18 22

19 6

20 7

21 26

25 18

26 2

22 23
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令和４年度福井県卓球選手権大会

令和４年７月２２日（金）

敦賀市総合運動体育館

男子ダブルス１部

201 104

101 203

301 302 105

401

102

202 106

103 204

107

川畑　那央
平塚　健友

(フェニックス) 15

(丸岡JSC) 13

7
矢戸　蒼真
小林　侑正

(円山スポ少)
安福　勇瑚
竹澤　陽翔

(円山スポ少) 14

坪川　青翔
坪川　碧

5
藪 大輝
志尾 涼雅

(三国中)

6
若新　健心
近田　大翔

(若狭TTC)

知見　直樹
森川　勇

(若狭TTC) 11

山崎　蓮一郎
志田　侑愛

(金津スポ少) 12

4
川畑　小次郎
太田　風志

(フェニックス)

(円山スポ少) 9

3
山口真大
山口一樹

(鯖江王山)
三輪　吏音
平塚　亘

(フェニックス) 10

関　隼人
堀本　爽太郎

(ミナミラボ) 8

2
萬田　悠多
古曽　幹人

(ミナミラボ)
滝波　宗大
堀田　昇希

1
重僧　礼夢
石丸　晃

(フェニックス)



令和４年度　福井県卓球選手権大会

令和４年７月２２日（金）

敦賀市総合運動公園体育館

女子ダブルス１部

101 105

201 203

102 106

301 302

401

103 107

（美浜中）

202 204

104 108

黒野 千晏
高村 ちなみ

（陽明中） 9

2
大野 日和
乙見 芯

（美浜中）
前田 もな
濵﨑 星見

1
森國 穂乃花
杉本 來心

（フェニックス）

（ミナミラボ） 10

3
居関 かなた
玉本 光

（福大附属）
小西 明里
山田 梨湖

（卓愛レジェンド） 11

4
清明 奈央
橋本 茉理花

（ミナミラボ）
杉本 心麗
津田 那智

（フェニックス） 12

小林 蒼生
上村 明日香

（ミナミラボ） 13

6
杉山 花那
大畑 心美

（小浜二中）
武田 佳乃
山路 倖彩

5
宇野 愛梨
寺本 妃那

（織田中
T2ｼﾞｭﾆｱ）

14

7
木村 結菜
田邊 あい乃

（美浜中）
武田 楓羽
小辻 花音

（万葉ＪＴＣ） 15

長谷川 実桜
吉村 日香梨

（鯖江中） 168
大岩 悠乃
堀本 笑那

（ミナミラボ）
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