
平成２１年度福島県高等学校新人卓球大会県中地区大会 
 
１ 期  日 平成 21 年 10 月 7 日（水）～9 日（金） 
 
２ 場  所 郡山西部体育館 
 
３ 日  程 10 月 7 日（水） 男女学校対抗決勝まで 
  10 月 8 日（木） 男女ダブルス決勝まで 男女シングルス 2 回戦まで 
  10 月 9 日（金） 男女シングルス決勝まで 
 
４ 主  催 福島県高体連県中地区卓球専門部 
 
５ 共  催 郡山市教育委員会 
 
６ 結  果 
① 男子学校対抗 
 準決勝 帝京安積 ３－０ 郡山東  小野 ３－２ 安積 
 決 勝 帝京安積 ３－０ 小野 
 １位 帝京安積  ２位 小野  ３位 郡山東  ３位 安積  

 上位４校の他 ⑤安積黎明  ⑥郡山  ⑦日大東北 の以上７校が県大会出場 

 
② 女子学校対抗 
 準決勝 郡山商業 ３－０ 郡女大附  郡山東 ３－１ 田村 
 決 勝 郡山商業 ３－１ 郡山東 
 １位 郡山商業  ２位 郡山東  ３位 郡女大附  ３位 田村  

 上位４校の他 ⑤安積黎明  の以上５校が県大会出場 

 
③ 男子ダブルス 
 準々決勝 松浦 善幸・橋本 直樹（小野） ３－１ 荒井 良幸・谷津 健志（安積） 
      押山 拳大・平岡 明博（帝京） ０－３ 伊藤 祐馬・坂本 憲一（帝京） 
      小野 貴大・吉田  典（帝京） ３－０ 清水 省吾・伊藤 達磨（北工） 
      渡辺 勇希・藤澤虎太郎（郡山） ０－３ 田巻 隼一・根本 一城（帝京） 
 準決勝  松浦 善幸・橋本 直樹（小野） ０－３ 伊藤 祐馬・坂本 憲一（帝京） 
      小野 貴大・吉田  典（帝京） ３－２ 田巻 隼一・根本 一城（帝京） 
 決 勝  伊藤 祐馬・坂本 憲一（帝京） １－３ 小野 貴大・吉田  典（帝京） 
 １位 小野 貴大・吉田  典（帝京） 



 ２位 伊藤 祐馬・坂本 憲一（帝京） 

 ３位 田巻 隼一・根本 一城（帝京）、松浦 善幸・橋本 直樹（小野） 

上位４組の他、下記９組、計１３組が県大会出場 

⑤押山・平岡（帝京） ⑥渡辺・藤澤（郡山） ⑦荒井・谷津（安積）  

⑧飯田・渡辺（安積） ⑨高野・春山（東北） ⑩大橋・柴田（郡商） 

⑪齋藤・捧 （郡東） ⑫平岡・遠藤（黎明） ⑬橋本・大竹（黎明） 
 
④ 女子ダブルス 
準々決勝 安藤 由香・助川 菜実（郡商） ３－０ 石橋 侑季・渡部 碩子（附属） 
     橋本 理恵・佐藤 智美（田村） ３－０ 上石のぞみ・鈴木 佐知（郡商） 
     西牧なるみ・佐藤 美矩（小野） ３－０ 井上美香子・浦澤みさき（黎明） 
     菊地 伽歩・半澤 恵梨（安積） ０－３ 滑川 佳奈・熊田 夏実（郡東） 
準決勝  安藤 由香・助川 菜実（郡商） ３－０ 橋本 理恵・佐藤 智美（田村） 
     西牧なるみ・佐藤 美矩（小野） ０－３ 滑川 佳奈・熊田 夏実（郡東） 
決 勝  安藤 由香・助川 菜実（郡商） ３－２ 滑川 佳奈・熊田 夏実（郡東） 
１位 安藤 由香・助川 菜実（郡商） 

２位 滑川 佳奈・熊田 夏実（郡東） 

３位 橋本 理恵・佐藤 智美（田村）、西牧なるみ・佐藤 美矩（小野） 

上位４組の他、下記５組、計９組が県大会出場 

⑤石橋・渡部（附属） ⑥菊地・半澤（安積） ⑦上石・鈴木（郡商） 

⑧井上・浦澤（黎明） ⑨永井・奈良部（郡東） 
 
⑤ 男子シングルス 
準々決勝  根本 一城（帝京） ３－０ 菊地 喜成（帝京） 
      坂本 憲一（帝京） １－３ 松浦 善幸（小野） 
      吉田  典（帝京） ３－１ 小野 貴大（帝京） 
      伊藤 祐馬（帝京） ３－２ 田巻 隼一（帝京） 
準決勝   根本 一城（帝京） ３－０ 松浦 善幸（小野） 
      吉田  典（帝京） ０－３ 伊藤 祐馬（帝京） 
決 勝   根本 一城（帝京） ３－０ 伊藤 祐馬（帝京） 
１位 根本 一城（帝京） 

２位 伊藤 祐馬（帝京） 

３位 松浦 善幸（小野）、吉田  典（帝京） 

上位４名の他、下記２９名、計３３名が県大会出場 

⑤菊地（帝京） ⑥田巻（帝京） ⑦坂本（帝京） ⑧小野（帝京） ⑨芹澤（郡東） 

⑩押山（帝京） ⑪谷津（安積） ⑫平岡（帝京） ⑬橋本（小野） ⑭星 （北工） 



⑮有賀（安積） ⑯荒井（安積） ⑰齋藤（郡東） ⑱松本（安積） ⑲齋藤（郡山） 

⑳佐藤（郡東） ○21渡辺（郡山） ○22山﨑（開成） ○23椎名（郡商） ○24吉成（東北） 

○25七海（黎明） ○26柴田（郡商） ○27吉田（田村） ○28遠藤（黎明） ○29渡辺（安積） 

○30佐久間（船引）○31山崎（郡商） ○32鈴木（郡東） ○33橋本（郡学） 
 
⑥ 女子シングルス 
準々決勝 熊田 夏実（郡東） ３－０ 佐藤 智美（田村） 
     井上智香子（黎明） ０－３ 滑川 佳奈（郡東） 
     安藤 由香（郡商） ３－０ 星  沙織（東北） 
     鈴木 伶奈（郡商） ０－３ 助川 菜実（郡商） 
準決勝  熊田 夏実（郡東） ３－０ 滑川 佳奈（郡東） 
     安藤 由香（郡商） ３－０ 助川 菜実（郡商） 
決 勝  熊田 夏実（郡東） ０－３ 安藤 由香（郡商） 
１位 安藤 由香（郡商） 

２位 熊田 夏実（郡東） 

３位 助川 菜実（郡商）、滑川 佳奈（郡東） 

上位４名の他、下記１６名、計２０名が県大会出場 

⑤星 （東北） ⑥菅野（田村） ⑦鈴木（郡商） ⑧井上（黎明） ⑨佐藤（田村） 

⑩上石（郡商） ⑪渡邉（田村） ⑫永井（郡東） ⑬宮島（安積） ⑭橋本（田村） 

⑮浦澤（黎明） ⑯西牧（小野） ⑰諏訪林（郡商）⑱渡部（附属） ⑲半谷（船引） 

⑳柳沼（尚志） 


