
（1）主　　催 　　　宗像市スポーツ協会

（2）主　　管 　　　宗像市卓球協会

（3）日　　時 　　　令和元年9月1日（日）午前9時～午後6時30分

（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） ※今回女子はＡＢ合体

（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 （350人）

　　　女子団体戦 （337人）計

（8）成　　績

チーム名
Ａ 優　　勝 髙森卓球クラブＡ 山本　淳史 髙森　顕大 福田　泰多郎 永井　和貴

級 準 優 勝 髙森卓球クラブＢ 古閑　慎也 山本　晃平 藤本　和紀 平岡　耐努

1 ３　　位 ＴＥＡＭ－Ｐ'（Ａ） 石田　高広 有延　健志 高羽　大樹 有延　剛志

部 ３　　位 福岡高校Ａ 稲谷　　柊 助廣　　航 江﨑　康太 水﨑　恒志

Ｂ 優　　勝 ＢＯＬＴTeamＭ 宮路　祥隆 谷川　剣心 林　　義大 別府　浩史

級 準 優 勝 すみれクラブ 神里　大輔 平野　将真 佐野　　翼 秋月　雄斗

1 ３　　位 楠クラブＢ 井上　晴陽 廣渡　千宗 福島　勇志 伊藤　　蓮

部 ３　　位 ラリーメイトＡ 豊永　　晃 和田　譲二 松本　幸一 大村　拓也

Ｃ 優　　勝 ＢＯＬＴTeamＳ 楠　　笙平 永吉　康宏 石田　政也 岩崎　聖司

1 準 優 勝 宗高クラブ 出光　竜弘 塩川　資洋 二宮　亮太 吉田　憲司

級 ３　　位 自由ヶ丘Ａ 井上　正雄 百崎　雪夫 原田　慶晴 栄　　育寿

部 ３　　位 Ｔｅａｍぴ～す 木下　　純 濱野　耕一 山見　　連 熊谷　龍一

チーム名
A･B 優　　勝 福間卓球クラブ 米倉　千景 金重　美和 佐藤　隆子 蝶　　珠実

級 準 優 勝 ラリーメイト 大羽　さとみ 池田　智子 田中　佳子 島田　奈緒

1 ３　　位 香椎卓球クラブ 臼田　亜由美 植木　理世 江田　有里紗 山本　美帆

部 ３　　位 R-Ⅱ 野﨑　八千代 原　　裕子 中川　友里 中原　季菜

Ｃ 優　　勝 ＡＫＡＴＳＵＫｉ 廣田　綾子 雄鹿　昌代 永嶋　ひなの 田口　秋穂

1 準 優 勝 Carrot from BOLT 中村　玲菜 大賀　楓音 竹根　美咲 大木　咲良

級 ３　　位 ＭＳＣ 世良　禮子 水谷　美枝 浅野　めぐみ 妹尾　芙貴子

部 ３　　位 古賀卓球イ 関屋　篤子 薄　　鈴子 矢野　正子 永野　紀代香

女　子　の　部

順　　　位 選　　　　　手　　　　　名

第34回宗像市近隣市町村交流卓球大会成績結果

164チーム

男　子　の　部

選　　　　　手　　　　　名順　　　位

84チーム

80チーム

　（合計687人）



(1) 主　　催 　宗像市スポーツ協会

(2) 主　　管 　宗像市卓球協会

(3) 日　　時 　令和元年８月４日(日）午前９時～午後８時３０分

(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

344 人

(8) 成　　績

順　　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

優　　勝 Ｒ－Ⅱ　Ａ 宮﨑　竜馬 深川　俊志 中　　美穂 深川　美紀

一 準 優 勝 Ｒ－Ⅱ　Ｂ 髙島　龍太朗 太田　勇一郎 中川　友里 和田　知美

部 ３　　位 ＢＫＳ 戸次　勇人 戸次　陽子 篠原　正太郎 神田　茉利伽

３　　位 はっぴぃすまいる 田野　義和 福田　大作 原　　裕子 野崎　八千代

優　　勝 大原卓球クラブ 永田　　隆 都津川　泰宏 伊藤　祐紀 芦谷　みどり 橋口　直美 竹原　侑花

二 準 優 勝 ＡｋａｔｓｕｋｉＡ 松元　章泰 橋野　隆二 山本　美穂 奥　　愛美

部 ３　　位 ＡｋａｔｓｕｋｉＣ 園田　芳久 鈴木　秀明 小村　紀子 田中　知子

３　　位 ＩｎｆｉｎｉｔｙＢ 岩井　良磨 阿部　友輝 黒田　公太 永延　　恵

優　　勝 すぎなＢ 菱田　義孝 徳永　隆寛 岩野　美恵子 安倍　ひなの

三 準 優 勝 宗像高校Ｃ 重松　雄一 原田　稔大 尾塚　早妃 永坂　麻琴

部 玄海ＰＣ 寺尾　憲彰 寺尾　美恵子 山口　奈津子 中野　昌裕 林　　義雄

３　　位 すみれクラブＣ 古賀　和子 京光　陽子 榎本　正輝 平野　将真

３　　位

宗像市夏季卓球大会成績結果



(1) 主　　催 宗像市スポーツ協会

(2) 主　　管 宗像市卓球協会

(3) 日　　時 令和元年6月16日(日）午前9時～午後4時30分

(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 24 チーム

197 人

(8) 成　　績

選　　　　　手　　　　　名

池田　智子 大森　祐子 出光　竜弘 志賀　公亮 松尾　龍之介 岡本　心優

岡本　亜紀子

井上　正雄 村松　俊之 河野　智明 田中　利基 百崎　小夜子 田中　佳子

占部　昭馬 中島　道子

渡辺　哲雄 宮脇　一博 森林　正明 田中　丈夫 石井　久子 白石　安生

北島　こず江

毛利　行雄 桑野　日天 山﨑　惣楽 田川　洋一 園田　幸子 山口　奈津子

寺尾　憲彰 寺尾　美恵子

小野　　誠 佐川　英明 西面　圭吾 松永　竹美 大下　和子 横山　紀子

伊藤　由紀子 道下　勇我 華表　　力

荒木　福代 安部　敏子 赤尾　真弓 向本　明子 仙場　謙次 川光　恵治

内藤　光貴 長谷　天希

川手　保夫 吉原　賢二 田島   　洋 諸藤　祐二 河野　隼翔 野見山　玲子

村田　美子 成富　ねね

米田　善信 河野　　 功 百崎　雪夫 栄　　 郁寿 大島　東悟 重光　光江

一木　絢音 松永　雛子
自 由 ヶ 丘 一 丁 目 B

3　　位 池 野

Ｂ
　
ク
　
ラ
　
ス

優　　勝 稲 元

準優勝 泉 ヶ 丘 一 丁 目

3　　位 自 由 ヶ 丘 一 丁 目 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 赤間コ ミセ ンＡ

準優勝 自 由 ヶ 丘 Ａ

3　　位 河 東 （ イ )



(1) 主　　催 宗像市スポーツ協会

(2) 主　　管 宗像市卓球協会

(3) 日　　時 令和元年６月1日（土）　午前９時～午後４時３０分

(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　２３チーム（１５５人）

女子　１２チーム（９１人）　　　 合計　３５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Ａ 井上　　怜 松尾　龍之介 中島　　萊 長谷　天希 内藤　光貴 那賀　敏暉

準優勝 河東中Ａ 華表　　力 桑野　美羽 清水　優斗 中園　卓磨 道下　勇我 毛利　行雄

３　位 粕屋中Ａ 長野　健太朗 石坂　　海 竹本　朝登 濱地　優里 川田　羅生 大石　麟太郎

３　位 自由ヶ丘中Ａ 伊地知　楓 占部　昭馬 大島　東悟 津輕　暁彗 ﾌﾞﾗｳﾝ 大夢 ｱｲｻﾞｯｸ 花田　光太郎

２　　　　部
優　勝 日の里中Ａ 池浦　丈貴 木村　優斗 織戸　右京 柴田　知輝 土居　颯太 山下　裕士

準優勝 粕屋中Ｂ 高田　龍之輔 坂本　龍生 片岡　勇輔 棚町　尚生 玉利　竜盛 小屋敷　心

３　位 日の里中Ｂ 福嶋　駿典 上田　楓真 正野　　快 和田　龍真 芳野　翔琉 山下　慶士

３　位 福間東中Ｂ 滝口　優太 中西　優斗 岩永　琉衣 龍　　慶人 吉田　龍昇 半田　晃大 髙橋　瑛良

３　　　　部
優　勝 粕屋中Ｃ 永原　大翔 木戸　晴信 島　　凌太 藤田　瑛光 永末　泰己 小原　湘太

準優勝 粕屋中Ｄ 岡　　優真 立野　応祐 横山　裕也 石原　智希 大田　透人 水原　瑠音 山本　真士

３　位 河東中Ｄ 安部大地ｻｴﾙ 井本　知成 大塚　喜輝 猿楽　温人 長﨑　律弥 藤井　寛太 山﨑　惣楽 最所　晴也

３　位 中央中Ａ 河野　太一 山根　凛大 東内　佳政 加藤　心太朗 中尾　流伊 早川　尚希 畑　和緒哉 初田　大晟 中村　颯一朗

女　子　の　部

順位 チーム名 選　　　　手　　　　名

１　　　　部
優　勝 城山中Ａ 岡本　心優 松木　夢彩 石橋　　恵 永田　美結 中川　真優 廣畑　七海

準優勝 粕屋中Ａ 百田　咲恵 大神　美樹 常軒　麻菜美 前田　彩心 山崎　亜寿沙 川口　綾乃 古賀　穂乃香

３　位 日の里中Ａ 吉加江　遙 満生　千寛 佐藤　美緒 山下　沙菜 小方　麻鈴 吉武　葉ず希 服部　希祐

３　位 中央中Ａ 須藤　梨湖 江口　いろは 鍛冶屋　七海 宮原　優奈 岡崎　美里 大田　千尋 虎口　茉結 高田　真緒

２　　　　部
優　勝 粕屋中Ｂ 猿渡　みき 藤岡　美羽 古川　　桃 畝中　瑛帆 大谷　　楓 岡崎　愛弓 山下　莉羅

準優勝 城山中Ｂ 花田　結梨 岩本　紋奈 中野　華美 杉原　凛音 松本　さくら 倉住　杏奈 狭間　彩希 甲田　伊吹

３　位 中央中Ｂ 本田　美音里 鈴木　夏帆 中門　早織 三原　美優 萩野　咲希 清水　みらの 川口　ひかり 山田　リザ

３　位 津屋崎中Ａ 田中　　凛 高田　憂羽 井ノ口　史香 藤本　奈那 石津　祐奈 石川　あさひ

３　　　　部
優　勝 自由ヶ丘中 一木　絢音 髙山　成美 那須　理緒 成富　ねね 林田　歩未 松永　雛子 矢野　アヤ子

準優勝 福間東中 谷石　千紘 宮原　美樹 真崎　あや 真崎　あこ 真崎　あみ 井手　里己 安部　京花 吉田　聖那 田島　実鈴 楠本　伊織

３　位 日の里中Ｂ 久徳　愛瑠奈 原田　紗衣 乃美　絢子 穂坂　由梨子 永野　愛里桜 青木　陽栞 森田　結樹 井藤　優里愛

３　位 城山中Ｃ 吉岡　杏華 荒木　真奈 池田　雅姫 舩越　ななみ 植田　彩那 山澤　永奈 前川　乃々果 小林　菜月

（２４６人）

宗像市中学生卓球大会成績結果



（１）主　　催 宗像市体育協会

（２）主　　管 宗像市卓球協会

（３）日　　時 令和元年５月１９日（日）　午前９時～午後６時００分

（４）会　　場 宗像市民体育館（大体育室）

（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 101人

43人

53人

49人 合計 246人

（８）成　　績

順　　位 男　　子　　の　　部 女　　子　　の　　部

優　勝 田野　義和 はっぴいすまいる 中　　美穂 R-Ⅱ
一 準優勝 向山　　収 はっぴいすまいる 近藤　　心

部 三　位 宮﨑　竜馬 R-Ⅱ 蝶　　珠美 藤井ｸﾗﾌﾞ

三　位 河上　貴志 R-Ⅱ 原　　裕子 はっぴぃすまいる

優　勝 江藤　孝雄 Flap 秦　　衣里 Flap
二 準優勝 麻生　大貴 ﾁｰﾑFUM 鳥羽　史華　 YSP

部 三　位 平岡　耐努 髙森卓球ｸﾗﾌﾞ 池浦　美佐 卓ｸﾗﾌﾞ

三　位 小田　史紀 藤井ｸﾗﾌﾞ 中野　姫花 新宮町卓球部

優　勝 槇　　凌平 YSP 浪松　千尋 TTN
三 準優勝 平元　将樹 R-Ⅱ 今東　美優 楠ｸﾗﾌﾞ

部 三　位 中生　啓介 ﾕｰｱｲｸﾗﾌﾞ 雄鹿　昌代 AKATSUKi

三　位 伊集院　将 AKATSUKi 重松　光江 自由ヶ丘卓球ｸﾗﾌﾞ

順　　位 男　　子　　の　　部 女　　子　　の　　部

優　勝 小田　良和 永卓会 白石　綾子 ﾃﾞｰｼﾞｰ
一 準優勝 寺尾　憲彰 玄海PC 瓜生　栄子 ｱﾄﾑ

部 三　位 井上　正雄 自由ヶ丘卓球ｸﾗﾌﾞ 船津　勝子 ｺｽﾓｽ

三　位 三日市　浩志 新宮町卓球部 勝原　恵子 平岡CLUB

優　勝 森田　裕之 岡垣卓球ｸﾗﾌﾞ 向本　明子 泉ヶ丘ｸﾗﾌﾞ
二 準優勝 樋口　孝弘 上の原TC 横山　紀子 ｼｽﾞｷｸ

部 三　位 中園　紀明 ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ 岡本　市子 髙森卓球ｸﾗﾌﾞ

三　位 中野　昌裕 玄海PC 長谷川　明美 SAKURA

優　勝 野中　義晴 的場会 大和　ふき子 ｺｽﾓｽ
三 準優勝 白石　安生 城西ヶ丘ｸﾗﾌﾞ 鮫島　幸子 ｲｰｸﾞﾙｽ

部 三　位 諸藤　裕二 自由ヶ丘卓球ｸﾗﾌﾞ 梶原　正子 MSC

三　位 渡部　卓志 卓ｸﾗﾌﾞ 堂園　久美子 ｲｰｸﾞﾙｽ

宗像市春季卓球大会成績結果

一 般 男 子

一 般 女 子

シニアの部

一般の部

シ ニ ア 男 子

シ ニ ア 女 子

Honda Cars 北九州


