
（１）主　　催 宗像市体育協会

（２）主　　管 宗像市卓球協会

（３）日　　時 平成２７年５月１７日（日）　午前９時～午後６時

（４）会　　場 宗像市民体育館（大体育室、ＡＢ体育室）

（５）種　　目 男女別個人戦（各部ﾘｰｸﾞ順位別決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ）

（６）参加対象 会員登録者

（７）参加人数 111人

42人

52人

49人 合計 254人

（８）成　　績

順　　位 男　　子　　の　　部 女　　子　　の　　部

優　勝 宮﨑　竜馬 R-Ⅱ 松尾　咲良 TEAM-P'

一 準優勝 田野　義和 はっぴぃすまいる 瓜生　栄子 ｱﾄﾑ

部 三　位 上村　貴史 はっぴぃすまいる 神崎　久仁子 HMｸﾗﾌﾞ

三　位 樋口 純 KSUｸﾗﾌﾞ 江藤　美由紀 pin-ponくらぶ

優　勝 大田　将武 KSUｸﾗﾌﾞ 池浦　美佐 卓ｸﾗﾌﾞ

二 準優勝 平元　大樹 R-Ⅱ 西村　毬子 ｲｰｸﾞﾙｽ

部 三　位 園田　芳久 AKATSUKi 籐　　紫乃 HMｸﾗﾌﾞ

三　位 松尾　和浩 TACTICS 村田　美子 自由ヶ丘卓球ｸﾗﾌﾞ

優　勝 丹下　登夢 TEAM-P' 河村　智子 そｸﾗﾃす

三 準優勝 越智　友輔 卓ｸﾗﾌﾞ 大野　順子 ｲｰｸﾞﾙｽ

部 三　位 嵩　　昭典 ﾐｯｸｽﾁｬｰ 宮川　有海 TEAM-P'

三　位 木下　太輝 TEAM-P' 永嶋　久美子 宗像卓愛

順　　位 男　　子　　の　　部 女　　子　　の　　部

優　勝 加藤　真利 上の原TC 荒木　福代 泉ヶ丘ｸﾗﾌﾞ

一 準優勝 寺尾　憲彰 玄海PC 末松　照美 球遊会

部 三　位 小野　誠 卓ｸﾗﾌﾞ 横光　悦子 城野ｸﾗﾌﾞ

三　位 野中　義晴 的場会 増永　ます代 球遊会

優　勝 坂尾　正隆 すぎなの会 徳永　和子 そｸﾗﾃす

二 準優勝 田邉　広志 宗像卓愛 江頭　さた MTTC

部 三　位 吉村　貴行 P･M･C 大山　憲子 自由ヶ丘卓球ｸﾗﾌﾞ

三　位 新原　和幸 SAKURA 寺尾　美恵子 玄海PC

シ ニ ア 女 子

一般の部

シニアの部

宗像市春季卓球大会成績結果

一 般 男 子

一 般 女 子

シ ニ ア 男 子



(1) 主　　催 宗像市体育協会

(2) 主　　管 宗像市卓球協会

(3) 日　　時 平成２７年６月６日（日）　午前９時～午後３時

(4) 会　　場 宗像市民体育館（大体育室）

(5) 種　　目 中学生男女別団体戦

(6) 参加対象 会員登録者

(7) 参加人数 　 男子　１８チーム（１１６人）

女子　１５チーム（１０４人）　　　合計　２３チーム

(8) 成　　績

男　子　の　部
順位 チーム名 選　　　　手　　　　名

１　　　　部

優　勝 城山中学校Ａ 新　　翔太 松元　郁親 伊豆　昌太 西岡　大誠 今西　彪登 吉武　綾央

準優勝 自由ヶ丘中学校 宇野　蓮 為近　玄 原田　浩希 稲又　雅人 佐々木　大飛 末吉　洸士朗

３　位 福間中学校Ａ 大島　雅稀 江口　雄将 浅利　将人 廣渡　大輝 近村　拓真 副山　俊輔

３　位 曽根中学校 早尻　竜規 三善　真紀 三善　達也 鈴木　翔 末吉　正晴 早尻　崚矢

２　　　　部

優　勝 福間中学校Ｂ 安藤　裕成 福島　響介 松尾　恒平 今宮　賢太 山岡　士晃 春若　洋紀 逆瀬川　優馬 森　　友希

準優勝 古賀北中学校Ｂ 角　駆地 井之上　海輝 栗原　直哉 大和　涼 藤井　楓太 髙橋　陸斗 吉村　昴希 青谷　風哉

３　位 城山中学校Ｂ 松下宗一朗 砂月　龍斗 牛島　理玖 和田　大輝 花田　海斗 藤原　幸大 古野　修蔵

３　位 古賀中学校Ｃ 渋田　祐輝 馬場　康平 東谷　翼 坂　　翔冴 田邉　紘太

女　子　の　部
順位 チーム名 選　　　　手　　　　名

１　　　　部

優　勝 城山中学校Ａ 栗田　菜央 片山　芽衣 丸田　純鈴 和久　利萌香 藤島　百々花 楢崎　明日香

準優勝 古賀中学校Ａ 田中　佳枝 林田　奈々花 平野　妃万里 向井　彩乃 山村　真由 西山　すず花

３　位 福間中学校Ａ 入江　愛果 吉田　美夢 熱田ちより 中塩　るな 土田　優香 本田　愛月 髙野　瑛理香 福富　乃晶

安部　彩弥 中村　加奈 檜垣　沙耶香 深町　愛美 飯田　瑠夏 大庭　茱子 高山　泉 中村　亜未
吉武　実優

２　　　　部
久保田　百香 松永　穂乃香 田野中　美波 三笠　真和 横山　千聡 内門　和奏 江頭　鈴音 江村　美果
熊野　彩花 合田　詩織

準優勝 中央中学校Ｂ 中辻　彩 吉武　未緒 坂本　真穂 髙尾　侑以 田畑　綾花 吉原　夏海 鍛冶屋　菜月 椎葉　癸衣

３　位 自由ヶ丘中学校 野口　歩乃花 原田　愛李 原田　やよい 中村　文美 堀　恭香

３　位 遠賀南中学校Ｂ 白石　みづ葉 田代　理恵子 石井　那波 本村　日和 中村　美優 山下　美月

宗像市中学生卓球大会成績結果

（２２０人）

３　位 日の里中学校

優　勝 古賀北中学校



(1) 主　　催 宗像市体育協会

(2) 主　　管 宗像市卓球協会

(3) 日　　時 平成２７年６月２１日(日）午前９時～午後４時

(4) 会　　場 宗像市民体育館（大体育室）

(5) 種　　目 Ａ・Ｂクラス別団体戦（予選リーグ・決勝トーナメント）

(6) 参加対象 宗像市自治公民館、同一公民館内に居住する人

(7) 参加人数 27 チーム

215 人

(8) 成　　績

選　　　　　手　　　　　名

後藤　憲治 栗田　嘉広 宮島　英輔 前川　睦子 瓜生　栄子 植木　理世

栗田　菜央

渡辺　哲雄 森林　正昭 宮脇　一博 後藤　樹二 白石　安生 石井　久子

長谷川　明美

片山　弘毅 髙嶋　勝海 村本　篤史 村本　耕太 吉開　タミ子 永嶋　百合江

楠本　和子 越智　真由美 大庭　啓子 野口　典子

石田　義文 木村　隆志 太田尾　文雄 出光　竜治 松尾　信夫 安部　春美

岡本　亜希子 岡本　心優 藤島　百々花

井上　英敏 本田　逸夫 中野　和人 加藤　征義 井上　美津子 是則　喜代子

加藤　沙恵子 恵谷　英之

小野　誠 章　　宏 佐川　英明 西面　圭吾 大下　和子 伊藤　由紀子

久原　加世子 三仙　祐磨 豊田　晃樹

原口　宣昭 中田　賢一 森田　紘基 冨田　勝義 冨田　由紀子 山下　なつえ

北島　こずえ

杉原　明 田中　丈夫 松本　秋義 松浦　喜美男 後藤　美智子 福島　千恵子

中川　晴美 渡辺　順子
河 東 Ｂ

３　　位 田 久

Ｂ
　
ク
　
ラ
　
ス

優　　勝 日 の 里

準優勝 稲 元

３　　位 河 東 Ｃ

３　　位

宗像市民地域交流卓球大会成績結果

順　　　位 チーム名

Ａ
　
ク
　
ラ
　
ス

優　　勝 大 谷

準優勝 河 東 Ａ

３　　位 南 郷



(1) 主　　催 　宗像市体育協会

(2) 主    管 　宗像市卓球協会

(3) 日　　時 　平成２７年７月１２日（日）　午前９時～午後５時

(4) 会　　場 　宗像市民体育館（大体育室）

(5) 種　　目 　男女別団体戦

(6) 参加対象 　会員登録者

(7) 参加人数 　男子団体戦 34ﾁｰﾑ 74人

　女子団体戦 32ﾁｰﾑ 71人

　合　　　計 66ﾁｰﾑ 145人

(8) 成　　績

男　子　の　部

順　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

優　　勝 ＶＥＤＡ（Ａ） 斎藤　哲也 東　正人

一 準 優 勝 リメミ 大谷　善之 林　良明

部 ３　　位 ラージメイトＣ 立石　義仁 重松　真三起 坂井　一洋

３　　位 スマイリィ 野瀬　俊一 釘本　一典

優　　勝 サタデーズ福岡Ａ 猪口　和男 畑中　一夫

二 準 優 勝 鳥栖めじろ 古賀　利昭 松隈　保文 髙田　シンイチ

部 ３　　位 直方クラブ 黒木　弘 塩川　利美

３　　位 岡垣卓球クラブ 村田　勝吉 宇野　昭信 早川　耕一

優　　勝 博多いいとも会Ｂ 占部　文章 田辺　広志

三 準 優 勝 宗像卓愛Ｃ 川畑　孝雄 壇　義行

部 ３　　位 サタデーズ福岡Ｂ 飯田　栄 天本　芳広

３　　位 大蔵クラブＡ 森田　富雄 薦田　昭三

女　子　の　部

順　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

優　　勝 鳥栖めじろ 関谷　豊子 井上　政子 船津　みゆき

一 準 優 勝 ラージメイトＡ 永石　悦子 野口　典子 大森　祐子

部 ３　　位 大野城ラージ同好会Ａ 髙田　恵子 国沢　とし子 髙田　米子

３　　位 春日クラブ 寺敷　裕子 吉丸　宏美 安田　美奈子

優　　勝 卓クラブ 佐藤　芳栄 越智　妙子

二 準 優 勝 自由ヶ丘Ｂ 加来　恭子 大山　憲子

部 ３　　位 自由ヶ丘Ａ 手嶋　育美 馬場　美千代

３　　位 古賀卓球Ｂ 岡田　寿賀子 大橋　浩子

優　　勝 ファイン 吉次　時子 大坂　桂子

三 準 優 勝 そクラテす 川村　智子 桜　多津子

部 ３　　位 わくわくクラブＡ 大庭　啓子 吉開　タミ子

３　　位 大野城МＲＴ‐Ｃ 平野　桂子 黒田　啓子

第９回宗像市ラージボール卓球大会成績結果



(1) 主　　催 　宗像市体育協会

(2) 主　　管 　宗像市卓球協会

(3) 日　　時 　平成２７年８月２日(日）午前９時～午後７時

(4) 会　　場 　宗像市民体育館（大体育室）

(5) 種　　目 　男女混合団体戦

(6) 参加対象 　会員登録者

(7) 参加人数 63 チーム

280 人

(8) 成　　績

順　　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

優　　勝 九産大Ａ 小鉢　将也 戸次　勇人 宮﨑　鈴菜 佐藤　陽子

一 準 優 勝 はっぴいすまいる 田野　義和 豊永　晃 福田　大作 原　裕子 白川　翔子

部 ３　　位 宗像卓愛Ａ 西田　研輔 多田　淳一 宮﨑　綾子 宮﨑　志織

３　　位 九産大Ｂ 鶴田　将大 増田　勇斗 髙倉　萌 安東　愛弥美

優　　勝 ラリーメイト 重松　真三起 和田　譲二 大山　慎一郎 杉田　真美 大羽　さとみ

二 準 優 勝 球遊会 原　廣隆 石田　建雄 末松　照美 増永　ます代

部 ３　　位 樟クラブＡ 橋本　勇夫 梶原　圭太 野口　典子 松尾　志津子

３　　位 上の原TC（Ｂ） 中村　誠 加藤　真利 大野　順子 水上　小夜子

優　　勝 TACTICS（Ｂ） 松尾　和浩 河合　優 大木　瞬 福原　一世 手繰　さちこ

三 準 優 勝 自由ヶ丘中Ａ 川端  ちや子 石橋　望愛 服部　百伽 田中　崚太 原田　浩希 花田　光司

部 すみれクラブ 本田　ミナト 小山　貴史 橋口　誠 橋口　直美

３　　位 宗像卓愛Ｅ 松本　健志 豊澤　勝弘 内山　真紀 島田　ゆみこ 中生　学

宗像市夏季卓球大会成績結果

３　　位



（１）主　　催 　　　宗像市体育協会

（２）主　　管 　　　宗像市卓球協会

（３）日　　時 　　　平成２７年９月６日（日）午前９時～午後６時

（４）会　　場 　　　宗像市民体育館（大体育室及びＡ、Ｂ体育室）

（５）種　　目 　　　男女別団体戦　（Ａ・Ｂ・Ｃ級）

（６）参加対象 　　　宗像市及び近隣市町村

（７）参加人数 　　　男子団体戦 （268人）

　　　女子団体戦 （233人）計

（８）成　　績

チーム名
優　　勝 香椎卓球クラブＡ 藤澤　拓摩 筧　雄太 田中　智基 臼田　和哉

Ａ 準 優 勝 東福岡高校 野村　政太 戸上　凌 小早川　恒太 加藤　大貴

級 ３　　位 九州大学Ａ 小山　智紀 谷口　琢紀 山内　宗治 戸田　成彦

３　　位 ＶＥＤＡ 斉藤　哲也 山下　琢摩 広岡　幸司 作本　賢治

優　　勝 平松卓球道場 高木　優太 亀岡　拓矢 松原　光彦 市川　隆太郎 中村　州仁

Ｂ 準 優 勝 ＫＳＵクラブＢ 福田　晃己 馬場　喬久 阿部　友輝 小田　史紀

級 ３　　位 岡垣卓球クラブ 露口　和明 藤本　和紀 村田　勝吉 宇野　昭信

３　　位 ＫＵＲＡ 仲光　章伍 今村　勇介 鑢野　正弘 岩村　直輔

優　　勝 玄海ＰＣ　 寺尾　憲彰 林　義雄 田中　一彦 松本　剛 中野　昌裕

Ｃ 準 優 勝 川田卓球クラブ 谷藤　仁奎 井上　怜 大屋　太亮 古庄　光佑

級 ３　　位 ＡＫＡＴＳＵＫｉ 森茂　登 立川　哲也 橋野　隆二 飯田　勇希

３　　位 自由ヶ丘Ａ 百崎　雪夫 井上　学 永松　俊夫 諸藤　裕二

チーム名
優　　勝 宗像卓愛 宮﨑　志織 宮﨑　鈴菜 佐藤　陽子 宮﨑　綾子

Ａ 準 優 勝 ラリーメイトＡ 杉田　真美 池田　智子 大羽　さとみ 大森　祐子

級 ３　　位 九州大学 江口　佳那 北原　明日香 副島　春香 中村　裕香

３　　位 Ｖ.Ｏ.Ｌ 臼田　あゆみ 石原　綾佳 崎野　亜利沙 吉本　愛海

優　　勝 卓クラブ 池浦　美佐 越智　妙子 西田　亮子 浜之上　佳文

Ｂ 準 優 勝 泉ヶ丘クラブ 荒木　福代 久冨　久美子 向本　明子 田中　靖代

級 ３　　位 やよい 塚本　慶美 谷川　典子 枌　　美智子 吉村　貞子

３　　位 福間卓球クラブ 栗原　煕子 赤木　房江 安部　八重子 金重　美和

優　　勝 川田卓球クラブＣ 猪上　菜津美 中村　羽花 大迫　萌 小川　真依

Ｃ 準 優 勝 イーグルスＢ 千秋　清美 村田　洋子 小野　成子 加来　恭子

級 ３　　位 すぎなの会 山田　良江 秋山　美佐子 岩野　美恵子 小原　恵美子

３　　位 ナイーブ 大屋　秀子 長島　教子 前川　友子 林田　早苗

順　　　位 選　　　　　手　　　　　名

女　子　の　部

順　　　位 選　　　　　手　　　　　名

第３０回宗像市近隣市町村交流卓球大会成績結果

65チーム 　（合計501人）

57チーム 122チーム

男　子　の　部



（１）主　　催 　　　宗像市体育協会

（２）主    管 　　　宗像市卓球協会

（３）日　　時 　　　平成２７年１１月１５日（日）午前９時～午後３時

（４）会　　場 　　　宗像市民体育館（大体育室）

（５）種　　目 　　　混合ダブルス団体戦

（６）参加対象 　　　会員登録者

（７）参加人数 34ﾁｰﾑ 217人

（８）成　　績

チーム名

江藤　遼 田添　竜二 大津山　雄司 佐藤　菜月 嘉村　友里 西　容志佳

貝島　一徳

一 小山　智紀 山内　宗治 木村　萌水 中村　裕香 角野　汐梨 小野　啓一郎

部 永石　学 酒井　洋毅 伊藤　祐紀 池田　智子 大羽　さとみ 大森　祐子

岡本　亜紀子 斉藤　哲也 東　正人 坂口　友規 斉藤　未来 徳丸　典子

中村　州仁 篠原　正太郎 吉本　愛海 岩室　聖佳 山下　美帆 加峯　大樹

二 百崎　雪夫 村松　俊之 諸藤　裕二 百崎　小夜子 手嶋　育美 大野　博美

部 宮西　尚倫 田口　真 田口　伸子 小津和　真弓 田口　大 田口　真

伊豆　実姫

前田  慎一 田中　正一 新宅　義憲 村田　洋子 小野　成子 新門　弘子

梶原　圭太 原　　広幸 木村　隆志 松永　竹美 原　　正子 立川　和子

三 吉原　賢二 田島　洋 永松　俊夫 西垣　敏 中島　道子 野見山　玲子

村田　美子

部 松尾　まり子 中津　信子 土井　敏捷 中野　紀昭 木屋　洋子 田中　明

城戸　五郎 菱田　義孝 徳永　隆寛 小原　恵美子 瀬口　早苗 赤金　芙美子

３　位 す ぎ な Ｂ

優　勝 樟 ク ラ ブ Ｂ

準優勝 自 由 ヶ 丘 Ｂ

３　位 花 み ず き

準優勝 自 由 ヶ 丘 Ａ

３　位 で こ ぼ こ

３　位 エ ル ム

３　位 ラ リ ー メ イ ト

３　位 AKAMA ｸ ﾗ ﾌ ﾞ Ａ

優　勝 COSMOS ｼ ﾞ ｭ ﾆ ｱ

宗像市秋季卓球大会成績結果

順　　位 選　　　手　　　名

優　勝 てぃーむ・てぃ

準優勝 九 州 大 学



（１）主　　催 　　　宗像市体育協会

（２）主　　管 　　　宗像市卓球協会

（３）日　　時 　　　平成２７年１２月１３日（日）　午前９時～午後７時

（４）会　　場 　　　宗像市民体育館（大体育室、ＡＢ体育室）

（５）種　　目 　　　男女別個人戦（各リーグ順位別決勝トーナメント）

　　　　　　　　　（シニアの部：リーグ戦）

（６）参加対象 　　　会員登録者

（７）参加人数 　　　一般男子　１６６人 中学男子　１６９人

　　　一般女子　　５０人 中学女子　　８６人

　　　シニア男子　６８人

　　　シニア女子　８２人 合計　６２１人

（８）成　　績

順　　位

優　勝 濱田　翔馬 九州大学 甲斐　裕子 九州産業大学

一 準優勝 篠原　正太郎 九州産業大学 崎浜　しのぶ ﾌﾞﾙｰｳｪｰﾌﾞ

部 三　位 髙島　龍太朗 R-Ⅱ 米倉　千景 宗像卓愛

三　位 小山　智紀 九州大学 杉田　真美 ﾗﾘｰﾒｲﾄ

優　勝 斉藤　哲也 VEDA 大野　博美 自由ヶ丘卓球ｸﾗﾌﾞ

二 準優勝 馬場 喬久 KSUｸﾗﾌﾞ 中村　裕香 九州大学

部 三　位 河上　貴志 R-Ⅱ 八藤丸 きく子 すぎなの会

三　位 藤本　和紀 岡垣卓球ｸﾗﾌﾞ 織田　葉月 BLITZ

優　勝 本多　飛将 ﾁｰﾑFUM 古川　美恵子 HMｸﾗﾌﾞ

三 準優勝 林　伸久 岡垣卓球ｸﾗﾌﾞ 金重　美和 宗像卓愛

部 三　位 福田　大作 はっぴぃすまいる 石飛　虹彩 ﾗﾘｰﾒｲﾄ

三　位 伊達　瞭 ﾁｰﾑFUM 村田　美子 自由ヶ丘卓球ｸﾗﾌﾞ

順　　位

優　勝 加藤　真利 上の原TC 荒木　福代 泉ヶ丘ｸﾗﾌﾞ

一 準優勝 渡辺　哲雄 城西ヶ丘ｸﾗﾌﾞ 加来　恭子 的場会

部 三　位 寺尾　憲彰 玄海PC 石井　久子 ｳｨﾝﾍﾞﾙ

三　位 野中　義晴 的場会 山口　奈津子 玄海PC

優　勝 三井　光二 すぎなの会 宮田　よう子 ｿﾚｲﾕ北九州

二 準優勝 石田　建雄 球遊会 西村　毬子 ｲｰｸﾞﾙｽ

部 三　位 坂尾　正隆 すぎなの会 大野　順子 ｲｰｸﾞﾙｽ

三　位 赤瀬　貴裕 樟ｸﾗﾌﾞ 的場　園子 わくわくｸﾗﾌﾞ

宗像市長杯親善卓球大会成績結果

一般の部

男　　　子 女　　　子

シニアの部

男　　　子 女　　　子



順　　位

優　勝 吉武　綾央 城山中学校 藤島　百々花 城山中学校

一 準優勝 横川　太一 福間中学校 福島　由夏 津屋崎中学校

部 三　位 田中　崚太 自由ヶ丘中学校 筬島　史華 福間中学校

三　位 舞野　羅騎 城山中学校 山口　育歩 福間東中学校

優　勝 松尾　征薾 宇美中学校 糸永　優希 自由ヶ丘中学校

二 準優勝 中嶋　蓮 城山中学校 中村　伶那 津屋崎中学校

部 三　位 玉澤　陽斗 福間中学校 中村　文美 自由ヶ丘中学校

三　位 国本　理暉 城山中学校 仲　ほのか 福間東中学校

中学の部

男　　　子 女　　　子



（１）主　　催 　　宗像市体育協会

（２）主    管 　　宗像市卓球協会

（３）日　　時 　　平成２８年２月１４日（日）午前９時～午後６時

（４）会　　場 　　宗像市民体育館（大体育室）

（５）種　　目 　　男女別団体戦

（６）参加対象 　　会員登録者

（７）参加人数 94ﾁｰﾑ 408人
男子団体戦 60ﾁｰﾑ 261人
　　一般会員 49ﾁｰﾑ 206人
　　中学会員 11ﾁｰﾑ 55人
女子団体戦 34ﾁｰﾑ 147人
　　一般会員 29ﾁｰﾑ 121人
　　中学会員 5ﾁｰﾑ 26人

（８）成　　績

チーム名

優　　勝 九州産業大学Ａ 小鉢　将也 戸次　勇人 柚木　孝二郎 野村　政太

一 準 優 勝 VEDA（Ａ） 斉藤　哲也 山下　琢摩 広岡　幸司 高倉　大宗

部 ３　　位 九州大学 濱田　翔馬 奥村　達樹 太田　拓也 小野　啓一郎

３　　位 はっぴぃすまいる 田野　義和 豊永　晃 福田　大作 清藤　広樹

優　　勝 AKATSUKi-Ａ 園田　芳久 白川　大介 上床　直史 永吉　景太

二 準 優 勝 TACTICS 松尾　和浩 河合　優 河合　翼 安部　展生

部 ３　　位 KSUクラブＢ 大田　将武 岩井　良磨 小早川　翔馬 中尾　省吾

３　　位 エルム 三浦  理図務 前田  慎一 嶋　雅巳 中園　岳 衣川　健吾

優　　勝 AKATSUKi-Ｂ 森　茂登 安河内　輝明 立川　哲也 草原　徹

三 準 優 勝 樟クラブ 仲石　竜也 橋本　勇夫 原　　広幸 赤瀬　貴裕 芹川　一三

部 卓クラブＣ 明利　和秀 栗田　嘉広 冨田　勝義 辻野　友靖 成松　斎

３　　位 花みずきＢ 土井　敏捷 中野　紀昭 伊禮　文男 田中　明

チーム名

優　　勝 はっぴぃすまいる 原　裕子 中田　順子 野崎　八千代 小涼　真美

一 準 優 勝 ラリーメイト 杉田　真美 池田　智子 新保　清子 徳丸　典子 大森　祐子

部 ３　　位 宗像卓愛Ａ 宮﨑　志織 宮﨑　鈴菜 佐藤　陽子 宮﨑　綾子

３　　位 STEP21 久保　けい子 篠原　陽子 前田　栄子 前田　加代子

優　　勝 15’s 山道　香奈芽 山道　里菜 小鉢　くるみ 田中　紅彩 西川　愛 藤本　羽乃

二 準 優 勝 イーグルスＡ 川村　晴子 加来　恭子 渡辺　里美 千秋　清美

部 ３　　位 ウィンベル 山王　早苗 田崎　孝子 出島　保子 石井　久子

３　　位 すぎなの会Ｂ 秋山　美佐子 瀬口　早苗 髙橋　信子 長島　教子

優　　勝 ソレイユ北九州 大熊　淑江 植村　美津子 川村　眞由美 宮田　よう子

三 準 優 勝 城西ヶ丘クラブ 後藤　美智子 長谷川　明美 福嶋　千恵子 徳丸　信子

部 ３　　位 椎の実 由布　律子 石橋　嘉美 今富　淨子 田上　陽子

３　　位 チームFUM 城屋敷　梓 安部　琴乃 吉積　侑希 地頭薗　愛

順　　位 選　　　　　手　　　　　名

宗像市新春卓球大会成績結果

男　子　の　部
順　　位 選　　　　　手　　　　　名

３　　位

女　子　の　部



（１）主　　催 　　宗像市体育協会

（２）主　　管 　　宗像市卓球協会

（３）日　　時 　　平成２８年３月１３日（日）午前９時～午後５時３０分

（４）会　　場 　　宗像市民体育館（大体育室）

（５）種　　目 　　男女別ダブルス戦（各ﾘｰｸﾞ順位別決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ）

　　混合ダブルス戦（ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦）

（６）参加対象 　　会員登録者

（７）参加人数 　　男子　　　　７３組（１４６人）

　　女子　　　　６０組（１２０人）

　　混合　　　　７１組（１４２人）　

（８）成　　績

混合ダブルス

柚木　孝二郎 ・ 小鉢　将也 佐藤　陽子 ・ 宮﨑　鈴菜 戸次　勇人 ・ 佐藤　陽子

一 戸次　勇人 ・ 野村　政太 池田　智子 ・ 大羽　さとみ 吉村　匡弘 ・ 大羽　さとみ

永石　学 ・ 酒井　洋毅 杉田　真美 ・ 大森　祐子 小鉢　将也 ・ 宮﨑　鈴菜

部
篠原　正太郎 ・ 中村　州仁 岡本　亜紀子 ・ 徳丸　典子 篠原　正太郎 ・ 古澤　千晶

馬場 喬久 ・ 阿部 友輝 金重　美和 ・ 内山　真紀

二 後藤　憲治 ・ 照山　博幸 服部　百伽 ・ 石橋　望愛

都留　伸哉 ・ 藤村　宏行 川村　晴子 ・ 船本　冨美子

部
明利　和秀 ・ 栗田　嘉広 松下　来菜 ・ 加峰　綺乃

松尾　信夫 ・ 尾田　誠博 勝原　恵子 ・ 松尾　志津子

三 舞野　羅騎 ・ 江口　玲央 横関　郁子 ・ 梅本　昌代

松尾　隆雄 ・ 梛野　保幸 虫明　隆子 ・ 井筒　やすよ

部
島野　勇気 ・ 吉武　亮稀 森田　明子 ・ 藤崎　慶子

三　位 (ひまわり) (樟ｸﾗﾌﾞ)

準優勝 (城山中学校) (SAKURA)

三　位 (SAKURA) (本城ﾚﾃﾞｨｰｽ)

三　位 (卓ｸﾗﾌﾞ) (樟ｸﾗﾌﾞ)

優　勝 (AKAMAｸﾗﾌﾞ) (平岡CLUB)

準優勝 (卓ｸﾗﾌﾞ) (自由ヶ丘中学校)

三　位 (BLITZ) (ｲｰｸﾞﾙｽ)

三　位 (九州産業大学) (AKAMAｸﾗﾌﾞ) (九州産業大学)

優　勝 (宗像卓愛) (宗像卓愛)

準優勝 (九州産業大学) (ﾗﾘｰﾒｲﾄ) (ﾗﾘｰﾒｲﾄ)

三　位 (ﾗﾘｰﾒｲﾄ) (ﾗﾘｰﾒｲﾄ) (九州産業大学)

宗像市ダブルス親善卓球大会成績結果

順　　位 男子ダブルス 女子ダブルス

優　勝 (九州産業大学) (九州産業大学) (九州産業大学)


