
H30.5.26

特別推薦 川畑 那智 フェニックス卓球クラブ １位 坂下 ⼼優 武⽣第⼆中学校

１位 寺下 敏倫 フェニックス卓球クラブ ２位 寺下 萌⾹ フェニックス卓球クラブ

２位 ⼭本 祥吾 武⽣第⼆中学校 ３位 芝⽥ 有⾥ ⼩浜第⼆中学校

３位 森廣 扇兜 フェニックス卓球クラブ ４位 髙橋 ⾥菜 ⼩浜第⼆中学校

４位 ⼭⼝ 玲⽣ 武⽣第⼆中学校 ５位 池間 夢良 フェニックス卓球クラブ

５位 ⻑⾕川 隼⼤ 武⽣第⼆中学校 ６位 ⼤下 みさ紀 ⼩浜第⼆中学校

６位 岩本 貫汰 ⼩浜第⼆中学校 7 ７位 寺本 亜⽮⼦ 美⼭卓球スポーツ少年団

７位 橋本 泰知 武⽣第⼀中学校 8 ８位 野尻 結 美⼭卓球スポーツ少年団

８位 ⼩川 敬寛 ⾦津卓球スポーツ少年団 ベスト１６ 中野 理咲⼦ フェニックス卓球クラブ

ベスト１６ ⽮⼾ 結⽃ 円⼭スポーツ少年団 ベスト１６ ⾓ 紗緒理 卓誠会Ｊr
ベスト１６ 齋藤 ⼤和 南越中学校 ベスト１６ 下出 帆希 武⽣第⼆中学校

ベスト１６ ⽔上 卓哉 明倫中学校 ベスト１６ 浦⾕ 理恵⼦ ⼩浜中学校
ベスト１６ 松井 勇⼈ 武⽣第⼆中学校 ベスト１６ 髙橋 伶奈 万葉中学校
ベスト１６ 清⽔ 海政 フェニックス卓球クラブ ベスト１６ 橋本 咲幸 美浜中学校
ベスト１６ 橋詰 泰知 ミナミラボ ベスト１６ 前⽥ 優花 万葉中学校
ベスト１６ 宮越 ⼤弥 森⽥ジュニアクラブ ベスト１６ ⾼村 あかり 陽明中学校
ベスト１６ ⿑藤 寛⼈ 開成中学校 ベスト１６ 森脇 実乃⾥ 名⽥庄中学校

ベスト１６ 磯川 拓⽃ 武⽣第⼆中学校 ベスト１６ 橋野 ⽐那 ⼩浜第⼆中学校

ベスト１６ ⽮⼾ 航太 円⼭スポーツ少年団 ベスト１６ 澤 侑希 フェニックス卓球クラブ

ベスト１６ 野尻 凌吾 卓愛レジェンド ベスト１６ ⽔野 真莉 万葉中学校
ベスト１６ ⼟⽥ 健眞 ミナミラボ ベスト１６ ⾼間 愛良 フェニックス卓球クラブ

ベスト１６ 若泉 颯 万葉中学校 ベスト１６ 渡邉 公乃 武⽣第⼆中学校

ベスト１６ 奥村 侑⽣ 美浜中学校 ベスト１６ ⼤⼭ 莉沙 ⼩浜第⼆中学校

ベスト１６ ⽯丸 巧晟 フェニックス卓球クラブ ベスト１６ 森國 萌花 ミナミラボ
ベスト１６ 内藤 陸 武⽣第⼀中学校

135
以上、中部⽇本カデット選⼿権⼤会出場権獲得

平成30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
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矢戸　結斗 津田　光陽 小司　海斗 岡本　敦樹

円山スポーツ少年団 南越中学校 松陵中学校 陽明中学校 201

山田　琢磨 高瀬　樹 宮田　壱成

粟野中学校 明倫中学校 武生第二中学校 101

小林　翼 井口　佳大 山下　陸翔 301

万葉中学校 気比中学校 美山中学校

水除　光 清水　優吏 幾野　宙

開成中学校 小浜第二中学校 松陵中学校 202

宮越　雅充 知場　凜己 福岡　優汰 401

卓誠会Ｊr 気比中学校 武生第三中学校

佐々木　清和 金子　雅也 矢部　佑弥

武生第二中学校 陽明中学校 春江中学校 203

齋藤　大和 宇野　隼翔 出嶋　波音

南越中学校 気比中学校 三国中学校 302

松岡　知優 勝見　裕太 栗塚　悠介

松陵中学校 足羽中学校 武生第一中学校 204

宮下　カンコヲ 井澤　天 扇谷　泰世

ミナミラボ 明倫中学校 武生第一中学校 501

山下　天槇 佐々木　諒人 横山　真稜

美浜中学校 万葉中学校 足羽中学校 205

西本　晴 泉　虎太郎 原　隆太

粟野中学校 武生第二中学校 武生第一中学校 102

福留　圭人 吉田　皓貴 松田　侑也 303

気比中学校 南越中学校 開成中学校

水上　卓哉 村中　琢美 渡邉　大輝

明倫中学校 粟野中学校 春江中学校 206

角　崇一朗 石田　歩 黒瀬　勇斗

南越中学校 若狭TTC 陽明中学校 402

澤井　健太 仁藤　嵩翔 建石　功希

美浜中学校 武生第三中学校 開成中学校 207

中村　裕麻 田村　健人 玉村　倖太

気比中学校 小浜第二中学校 万葉中学校

小森　悠生 坂井　晴人 髙栄　碧月 304

武生第一中学校 明倫中学校 気比中学校 103

北川　陽渡 日渡　翼 梅田　蒼大

粟野中学校 卓愛レジェンド 南越中学校 208

松井　勇人 刀根　槙悠 池上　陽基 601

武生第二中学校 松陵中学校 陽明中学校

清水　海政 山北　智也 松田　章吾
フェニックス卓球クラブ 武生第一中学校 松陵中学校 209

中島　大輝 髙山　凰我 高橋　知也

気比中学校 開成中学校 南越中学校 104

野尻　祥太 杉田　陽生 上園　純摩 305

社中学校 武生第二中学校 粟野中学校

西村　和馬 馬場　柊弥 北畑　太陽晄

松陵中学校 陽明中学校 武生第三中学校 210

髙野　暖大 山﨑　洸稀 酒井　優樹 403

粟野中学校 小浜第二中学校 明倫中学校

宮川　秀斗 田中　稀啓 脇本　陽

松陵中学校 陽明中学校 春江中学校 211

内野　稜太 齊藤　陸人 杉田　大也

粟野中学校 明倫中学校 春江中学校 306

前枝　遼夜 田中　伶旺 田辺　健次郎

足羽中学校 武生第一中学校 粟野中学校 212

橋詰　泰知 安川　大和 堂脇　遥人

ミナミラボ 開成中学校 名田庄中学校 502

水野　丈偉 駒田　藍杜 土山　詩太
フェニックス卓球クラブ 春江中学校 粟野中学校 213

荒木　健太郎 沼内　風汰 堀　貴博

武生第一中学校 開成中学校 南越中学校 307

岩本　昊樹 平城　明大 新清　朔也

小浜第二中学校 気比中学校 武生第三中学校 214

宮越　大弥 黒野　瑛太 小泉　達哉

森田ジュニアクラブ 陽明中学校 小浜中学校

酢原　靖翔 余座　楓 中村　有貴 404

三国中学校 松陵中学校 武生第一中学校 215

高野　敦史 川端　翔大 竹内　大渚

万葉中学校 気比中学校 足羽中学校

戸塚　洸太 西浦　諒也 清水　琉生 308

粟野中学校 明倫中学校 万葉中学校 105

竹林　天斗 伊豆田　蒼空 久保　飛翔

美山中学校 南越中学校 気比中学校 216

齊藤　寛人 山内　晃志郎 矢尾　龍聖 泉　勇輝

開成中学校 武生第一中学校 足羽中学校 松陵中学校
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磯川　拓斗 上村　凌世 北田　洸 岸田　悠

武生第二中学校 陽明中学校 松陵中学校 社中学校 217

入澤　蓮太 石谷　凱飛 木内　煌雅

開成中学校 粟野中学校 松陵中学校 106

藤井　太壱 清水　蒼太 池田　祥規 309

南越中学校 気比中学校 小浜第二中学校

佐々木　琉聖 五丁　賢明 渡邉　一馬

陽明中学校 気比中学校 武生第二中学校 218

北野　海風 黒田　翔太 細川　颯志 405

松陵中学校 明倫中学校 小浜中学校

矢戸　航太 神戸　悠 岡本　崇

円山スポーツ少年団 万葉中学校 気比中学校 219

竹内　龍平 川原　生太 中村　薫琉

武生第三中学校 気比中学校 開成中学校 310

德本　仁 塚谷　剣士朗 山本　凌雅

松陵中学校 春江中学校 粟野中学校 220

北村　心 小谷　空 山本　聖真

ミナミラボ 明倫中学校 武生第二中学校 503

林　理人 永山　青波 石本　來空

松陵中学校 小浜第二中学校 南越中学校 221

南部　旭統 岩井　勇人 田中　悠翔

陽明中学校 三国中学校 社中学校 311

小泉　勇晴 深川　和葵 清水　孝柾

南越中学校 気比中学校 開成中学校 222

野尻　凌吾 藤田　勝哉 松山　大地

卓愛レジェンド 春江中学校 武生第一中学校

三田村　空 古川　大希 三瓶　真央 406

万葉中学校 開成中学校 松陵中学校 223

林　将希 中村　浩利 加藤　煌貴

武生第一中学校 松陵中学校 武生第一中学校

奥谷　昂大 岩井　晴輝 飛田　和樹 312

粟野中学校 明倫中学校 三国中学校 107

木村　仁哉 河原　稜真 東　真由人

南越中学校 小浜中学校 気比中学校 224

土田　健眞 畑　龍斗 村下　想

ミナミラボ 足羽中学校 陽明中学校 602

保田 侑也 清水　太地 足立　楓真

春江中学校 陽明中学校 松陵中学校 225

髙橋　一史 内藤　遼 玉井　柊名

気比中学校 開成中学校 万葉中学校 108

鈴間　桜汰 平田　将一郎 小畑　遼人 313

松陵中学校 卓誠会Ｊr 小浜第二中学校

嶋川　瑚南 尾﨑　柊人 前田　耕成

武生第一中学校 粟野中学校 南越中学校 226

若泉　颯 石田　愉楽 廣部　雄大 407

万葉中学校 森田ジュニアクラブ 明倫中学校

岩野　蒼空 小畑　翔吾 熊谷　和也

南越中学校 小浜第二中学校 粟野中学校 227

佐竹　拓海 髙須　聡志 田中　千大

武生第三中学校 松陵中学校 陽明中学校 314

佐武　酉哉 宇野　達樹 村田　岳駿

武生第二中学校 気比中学校 明倫中学校 228

奥村　侑生 大久保　陽生 齋藤　瑛太

美浜中学校 織田中学校 南越中学校 504

石丸　巧晟 戸田　匠海 田辺　然大
フェニックス卓球クラブ 粟野中学校 武生第一中学校 229

仕入　友 新田　彰央 河端　大輔

社中学校 武生第一中学校 気比中学校 315

千田　智也 坂口　公輝 岩田　友貴

武生第三中学校 粟野中学校 松陵中学校 230

豊岡 祐一郎 岩田　雄一 銅　諒介

春江中学校 開成中学校 美山中学校

筑後　凌佑 伊藤　大地 中井　颯太 408

足羽中学校 武生第二中学校 松陵中学校 231

弓木　勇治郎 橋本　陽太 大倉　久典

開成中学校 美浜中学校 南越中学校

村川　温仁 橋瓜  亮玖 五十嵐　雅治 316

三国中学校 気比中学校 万葉中学校 109

渡辺　晃樹 張籠　史恭 山田　輝来

松陵中学校 明倫中学校 南越中学校 232

内藤　陸 宮本　修輔 中村　勇翔 十河　倖之介

武生第一中学校 陽明中学校 粟野中学校 社中学校
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中野　理咲子 前田　菜々子 宇野　愛理

フェニックス卓球クラブ 中央中学校 武生第三中学校 201

冨樫　心愛 笛吹　栞奈 中　陽菜

武生第一中学校 中央中学校 陽明中学校 101

松井　萌々香 鈴木　悠衣梨 林　麻可 301

小浜第二中学校 粟野中学校 武生第一中学校

大久保　李南 齋藤　愛結那 河端　咲希

中央中学校 開成中学校 武生第三中学校 202

角　紗緒理 関野　光 上野　紅亜

卓誠会Ｊr 春江中学校 気比中学校 401

下出　帆希 加藤　春奈 佐々木　杏月

武生第二中学校 開成中学校 気比中学校 203

石倉　楓栞 吉崎　菜々珂 畑　明梨

気比中学校 中央中学校 丸岡卓球ＪＳＣ 102

小坂　澪莉 増田　安希 中村　晴

卓誠会Ｊr 小浜第二中学校 中央中学校 302

吉岡　愛來 白﨑　結唯 山岸　楽奈

武生第二中学校 卓誠会Ｊr 陽明中学校 103

青木　友里 杉森　心奏 荒木　円佳

陽明中学校 武生第一中学校 気比中学校 204

浦谷　理恵子 川中　愛結 佐々木　虹乃

小浜中学校 武生第二中学校 中央中学校 501

髙橋　伶奈 永田　彩華 森口　夏光

万葉中学校 陽明中学校 名田庄中学校 205

芝田　晴香 稲葉　舞 大久保　陽菜

小浜第二中学校 武生第一中学校 織田中学校 104

田邉  美咲 島田　帆乃果 横山　愛美

ミナミラボ 小浜第二中学校 武生第一中学校 303

坂口　美羽 河合　翼 増田　幸弥

陽明中学校 中央中学校 武生第一中学校 105

水野　麻佑 長井　美佑 吉田　和愛

中央中学校 開成中学校 武生第三中学校 206

橋本　咲幸 相川　柚羽 千秋　綾乃

美浜中学校 武生第一中学校 春江中学校 402

安田　早咲香 前田　優花 山本　愛花

フェニックス卓球クラブ 万葉中学校 気比中学校 207

林　愛麗 増井　ひかり 磯　捺々花

武生第三中学校 気比中学校 中央中学校

坂井　千聖 岡本　あゆみ 大原　愛海 304

武生第一中学校 開成中学校 粟野中学校 106

西森　未優 若新　真心 白崎　歩海

中央中学校 若狭TTC 武生第一中学校 208

高村　あかり 竹内　七海

陽明中学校 卓誠会Ｊr
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森脇　実乃里 坊　すみれ 堀江　楓羅

名田庄中学校 織田中学校 武生第二中学校 209

北川　空来 内藤　真絢 岩本　清花

陽明中学校 武生第三中学校 丸岡卓球ＪＳＣ 107

中村　心優 森中　優 加藤　鮎美 305

気比中学校 武生第一中学校 中央中学校

橋野　比那 伊坂　星南 下南　月乃

小浜第二中学校 卓誠会Ｊr 気比中学校 210

寺尾　七海 小嶋　優芽 佐々木　未来

武生第一中学校 気比中学校 中央中学校 403

澤　侑希 寺島　亜紀 佐々木　胡々菜

フェニックス卓球クラブ 春江中学校 武生第二中学校 211

吉田　琉華　　 加藤　ひめ乃 巌　千明希

武生第一中学校 中央中学校 陽明中学校 108

石田　悠菜 加藤　一花 藤田　朱

武生第三中学校 気比中学校 小浜第二中学校 306

冨田　聖花 三野　心菜 山本　イブ

中央中学校 武生第二中学校 小浜第二中学校 109

嶋田　佳奈栄 白木　柚那 伊藤　陽奈

織田中学校 気比中学校 武生第一中学校 212

水野　真莉 山田　呼春 藤井　菜々子

万葉中学校 卓誠会Ｊr 丸岡卓球ＪＳＣ 502

高間　愛良 前川　夢璃愛 田保　結菜

フェニックス卓球クラブ 陽明中学校 粟野中学校 213

岡田　莉奈 江指　柚希 小林　美葵

卓誠会Ｊr 武生第一中学校 中央中学校 110

中村　萌愛 冨山　玲衣 清水　一葉

小浜第二中学校 気比中学校 春江中学校 307

綱澤　菜月 堀江　結依 山村　彩華

中央中学校 粟野中学校 陽明中学校 111

形部　香月 松宮　汐里 野崎　遥

開成中学校 小浜第二中学校 武生第二中学校 214

渡邉　公乃 中西　咲花 荒木　悠佳

武生第二中学校 織田中学校 気比中学校 404

大山　莉沙 松浦　鈴 村中　優咲

小浜第二中学校 武生第一中学校 美山卓球スポーツ少年団 215

白木　菜津子 中野　明侑 松﨑　陽菜乃

武生第三中学校 中央中学校 フェニックス卓球クラブ

岸本　ゆらら 松葉　涼花 綿谷　百恵 308

気比中学校 小浜第二中学校 武生第二中学校 112

町谷　愛香 前田　瑚春 重田　美悠

織田中学校 気比中学校 小浜第二中学校 216

森國　萌花 伊藤　姫依 谷﨑　愛理

ミナミラボ 卓誠会Ｊr 万葉中学校
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