
（ 期 日 ） 令和3年2月27日（土）

（ 会 場 ） 北九州市立総合体育館

（ 主 催 ） 福岡県卓球協会

（ 主 管 ） 北九州市卓球協会

優勝 森　駿登 石田卓球Ｎ⁺ 面田　知己 石田卓球クラブ 石井　佑季 石田卓球クラブ

2位 石田　悠大 石田卓球Ｎ⁺ 大貫　蓮弥 石田卓球クラブ 牧野　伶音 石田卓球クラブ

3位 船越　憲人 こぞのえ卓球 森　眞奈斗 石田卓球クラブ 時吉　佑樹 石田卓球クラブ

4位 東　琉太朗 髙森卓球クラブ 田中　馨太 石田卓球Ｎ⁺ 久保　賢輔 石田卓球クラブ

5位 松尾　孝太郎 ＡＫＡＭＡクラブ 吉瀬　和也 川田卓球クラブ 日笠山　優太 こぞのえ卓球

6位 本多　宰 こぞのえ卓球 立石　壮大 アカシア 野中　琉雅 ＴＯジュニア

7位 森山　優翔 博多卓球クラブ 中垣　祐 アカシア 福田　心 石田卓球クラブ

8位 安川　結太 初喜ＴＴＣ 鷹野　帆希 アカシア 中山　晴貴 片山卓球クラブ

9位 小野　悠眞 一安卓球 井上　晃希 福岡大野城卓球アカデミー 八尋　大樹 森卓球塾

10位 木村　大空 球美 藤田　裕矢 髙森卓球クラブ 東　蓮太朗 髙森卓球クラブ

11位 佐伯　環太 Ｆ．Ｔ．Ｃ 大久保　岸真 初喜ＴＴＣ 日髙　昂哉 板櫃中学校

12位 小笠原　維人 一安卓球 貞岡　太陽 門司中学校 月山　慶二 グランドライン

13位 吉塚　斗真 石田卓球クラブ 荒巻　拓真 一安卓球 宮下　竜 球美

14位 井上　隆之介 博多卓球クラブ 高瀬　駿 博多卓球クラブ 大津　椋太郎 こぞのえ卓球

15位 大山　柊太 ＴＲＹ－Ｕ 方　祥人 博多卓球クラブ 中山　憲太 博多卓球クラブ

16位 山内　裕貴 一安卓球 靏田　大輝 横代ジュニア 櫟村　聖翔 菅生中学校

優勝 大野　紗蘭 石田卓球Ｎ⁺ 岩室　瀬南 初喜ＴＴＣ 栗山　優菜 こぞのえ卓球

2位 山田　凛 こぞのえ卓球 宮﨑　累 門司中学校 松本　莉穂 筑邦西中学校

3位 吉永　杏奈 こぞのえ卓球 清田　栞 板櫃中学校 上田　杏 石田卓球クラブ

4位 野田　紅亜 初喜ＴＴＣ 加藤　心乙花 森卓球塾 市川　桜来 石田卓球クラブ

5位 槻木　亜衣 こぞのえ卓球 園田　英恵 豊前ＪＴＣ 川内　乃亜 菅生中学校

6位 中村　優夏 博多卓球クラブ 一安　柚那 一安卓球 磯村　茉夢 石田卓球クラブ

7位 内橋　美緒 髙森卓球クラブ 伊﨑　彩花 門司中学校 井原　英吏花 森卓球塾

8位 宮島　彩奈 髙森卓球クラブ 稲葉　楓月 菅生中学校 大野　結那 門司中学校

9位 池本　璃音 横代ジュニア 藤村　心春 京都ＴＴＣ 中村　羽花 川田卓球クラブ

10位 浜野　めるも 球美 甲斐　麻里愛 片山卓球クラブ 吉岡　初菜 川田卓球クラブ

11位 中山　詩 博多卓球クラブ 藤島　理子 ＡＫＡＭＡクラブ 平岡　結 髙森卓球クラブ

12位 有田　真菜 片山卓球クラブ 甲斐　菜那子 髙森卓球クラブ 藤本　夏緒 松崎中学校

13位 古賀　妃那乃 福岡大野城卓球アカデミー 岩切　彩 門司中学校 保田　来夏 門司中学校

14位 尾形　心優 横代ジュニア 川野　咲姫 石田卓球クラブ 袈裟丸　あみ 粕屋中学校

15位 熊本　一葉 森卓球塾 松尾　乙葉 片山卓球クラブ 佐原　くるみ 門司中学校

16位 下田　七菜子 豊津クラブ 堂園　未結 川田卓球クラブ 川ノ上　千尋 京都ＴＴＣ

令和3年年度　福岡県卓球選手権大会（中学生の部）

中学1年男子 中学2年男子 中学3年男子

中学1年女子 中学2年女子 中学3年女子



（ 期 日 ） 令和3年2月27日（土）

（ 会 場 ） 北九州市立総合体育館

（ 主 催 ） 福岡県卓球協会

（ 主 管 ） 北九州市卓球協会

優勝 原井　敢田 アカシア 岩本　誌菜 石田卓球Ｎ⁺

2位 日髙　琥二朗 初喜ＴＴＣ 渡辺　花保実 石田卓球Ｎ⁺

3位 石田　歩 石田卓球クラブ 赤松　佳純 石田卓球Ｎ⁺

4位 小野　大翔 宇土クラブ 中村　心羽 川田卓球クラブ

5位 藤田　風雅 初喜ＴＴＣ 松永　芳夏 ＣＯＳＭＯＳ

6位 冨嶋　聖陽 ＴＲＹ－Ｕ 原　ひなた こぞのえ卓球

7位 中村　優志 川田卓球クラブ 畑中　穂菜美 森卓球塾

8位 森永　泰成 球美 御座岡　萌愛 石田卓球Ｎ⁺

優勝 吉川　想真 森卓球塾 森　星姫 森卓球塾

2位 荒木　優輝 石田卓球Ｎ⁺ 石田　心美 石田卓球Ｎ⁺

3位 中山　心来 糸田Jr.卓球クラブ 小林　美彩乃 石田卓球Ｎ⁺

4位 沖　崇維 アカシア 井保　うみか 博多卓球クラブ

優勝 森　千暉 福岡大野城卓球アカデミー 鷹野　瑞 アカシア

2位 土肥　和輝 川田卓球クラブ 深町　愛莉 Ｆ．Ｔ．Ｃ

3位 香川　真稀人 初喜ＴＴＣ 松本　和 石田卓球Ｎ⁺

4位 大羽　響 ＴＲＹ－Ｕ 西尾　佳純 森卓球塾

令和3年年度　福岡県卓球選手権大会（小学生の部）

バンビ男子 バンビ女子

ホープス男子 ホープス女子

カブ男子 カブ女子


