
（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5年1月14日（土）　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 　　　男女別個人戦（各リーグ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 　　　男子122人　　女子104人　　合計　226人

（8）成　　績

順　　位

優　勝 伊藤　畢日輝 城山中学校 中村　心羽 川田卓球ｸﾗﾌﾞ

一 準優勝 北川　晴也 津屋崎中学校 宮島　彩奈 城山中学校

部 三　位 松尾　孝太郎 AKAMAｸﾗﾌﾞ 有田　圭那 一安卓球

三　位 中村　優志 川田卓球ｸﾗﾌﾞ 一安　柚那 一安卓球

優　勝 坪根　悠馬 福間東中学校 田中　温実 自由ヶ丘中学校

二 準優勝 江藤　虹康 自由ヶ丘中学校 内村　心春 福間東中学校

部 三　位 中村　友哉 河東中学校 秋枝　優衣 遠賀南中学校

三　位 山口　倫平 宗像中学校 兒玉　結季 髙森卓球ｸﾗﾌﾞ

優　勝 花田　壮優 DAIcs 伊藤　瑞紀 自由ヶ丘中学校

三 準優勝 山本　祥太郎 河東中学校 副島　きらり 津屋崎中学校

部 三　位 石津　　潤 津屋崎中学校 持田　由梨子 福間東中学校

三　位 小島　楓牙 城山中学校 岡　　玲音 城山中学校

宗像市中学生親善卓球大会成績結果
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（1）主　　催 　　　宗像市ｽﾎﾟｰﾂ協会

（2）主　　管 　　　宗像市卓球協会

（3）日　　時 　　　令和4年12月18日（日）　午前9時～午後3時30分

（4）会　　場 　　　宗像市民体育館（大体育室・B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）

（6）参加対象 　　　会員登録者

（7）参加人数 　　　一般男子　 100人

　　　一般女子　　38人

　　　シニア男子　41人

　　　シニア女子　38人 合計　217人

（8）成　　績

順　　位

優　勝 那須　大吾 藤井ｸﾗﾌﾞ 中村　心羽 川田卓球ｸﾗﾌﾞ

一 準優勝 都津川　泰宏 ﾏｰﾌﾞﾙ 藤島　理子 AKAMAｸﾗﾌﾞ

部 三　位 松尾　孝太郎 AKAMAｸﾗﾌﾞ 内橋　千里 髙森卓球ｸﾗﾌﾞ

三　位 中島　　聡 的場会 那須　珠実 藤井ｸﾗﾌﾞ

優　勝 福間　　一 TEAM-P' 一安　柚那 一安卓球

二 準優勝 江口　愛夢 NTTC 有田　圭那 一安卓球

部 三　位 荒巻　拓真 一安卓球 白井　心晴 髙森卓球ｸﾗﾌﾞ

三　位 甲斐　優希 髙森卓球ｸﾗﾌﾞ 山本　彩心 TEAM-P'

優　勝 田河　　怜 STC 野見山　萌衣 DAIcs

三 準優勝 新宅　義憲 ｴﾙﾑ 土井　彩美奈 FTTC

部 三　位 榎本　正輝 すみれｸﾗﾌﾞ 重松　光江 自由ヶ丘卓球ｸﾗﾌﾞ

三　位 山本　清紀 TEAM-P' 岩野　美恵子 すぎな

順　　位

優　勝 田頭　　昇 永卓会 瓜生　栄子 ｱﾄﾑ

一 準優勝 芦田　泰三 ｳｨﾝﾍﾞﾙ 水谷　美枝 MSC

部 三　位 渡部　卓志 卓ｸﾗﾌﾞ 松尾　志津子 ﾏｰﾌﾞﾙ

三　位 中村　　誠 卓伸ｸﾗﾌﾞ 髙森　真由美 髙森卓球ｸﾗﾌﾞ

優　勝 林　　伸久 卓ｸﾗﾌﾞ 石川　玖美子 ｳｨﾝﾍﾞﾙ

二 準優勝 白石　安生 城西ヶ丘ｸﾗﾌﾞ 水上　小夜子 ｲｰｸﾞﾙｽ

部 三　位 渡辺　哲雄 城西ヶ丘ｸﾗﾌﾞ 臼杵　恵子 NAKAI　MATE

三　位 百崎　雪夫 自由ヶ丘卓球ｸﾗﾌﾞ 村田　洋子 ｲｰｸﾞﾙｽ

優　勝 田中　正一 永卓会 橋口　直美 すみれｸﾗﾌﾞ

三 準優勝 松浦　喜美男 城西ヶ丘ｸﾗﾌﾞ 栗原　熙子 宗像卓愛

部 三　位 三日市　浩志 すぎな 後藤　美智子 城西ヶ丘ｸﾗﾌﾞ

三　位 金内　繁幸 新宮町卓球部 東　　きよ子 ﾏｰﾌﾞﾙ

女　　　子男　　　子

宗像市長杯親善卓球大会成績結果
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(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４年１１月２７日(日）午前９時～午後３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 45 チーム

199 人

(8) 成　　績

順　　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

優　　勝 九州第一工業（株） 田中　利基 田中　佳子 有延　健志 藤田　有香子

準 優 勝 R-Ⅱ A 太田　勇一郎 河上　貴志 中原　季菜 山本　友里

3　 　位 R-Ⅱ B 手嶋　　凌 山本　龍聖 海老原　彩 神田　茉利伽 中　　美穂

3　 　位 AKAMAｸﾗﾌﾞA 松尾　龍之介 花田　光太郎 森　　祐華 中川　真優

優　　勝 R-Ⅱ D 松野　健司 田中　鴻史郎 冨永　聖愛 大里　心愛

準 優 勝 宗像卓愛 増田ﾁｰﾑ 増田　伸治 力丸　　淳 安部　八重子 金重　美和

3　 　位 菱田　義隆 梅木　龍児 山下　紗季 有川　　舞

3　 　位 小野　誠 清水　保雄 冨田　由紀子 向本　明子

優　　勝 緒方　義男 鹿野　岳之 山口　愛子 吉村　貞子

準 優 勝 自由ヶ丘C 井上　　学 諸藤　裕二 村田　美子 井上　あずみ

3　 　位 玄海PC 寺尾　憲彰 寺尾　美恵子 山口　奈津子 中野　昌裕 安武　宏幸

3　 　位 自由ヶ丘B 吉原　賢二 河野　　功 西原　敦子 増田　保子

宗像市MIX団体卓球大会成績結果
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（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4年10月30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 　　男女別団体戦

（６）参加対象 　　会員登録者

（７）参加人数 54ﾁｰﾑ 235人
男子団体戦 23ﾁｰﾑ 98人
　　一般会員 23ﾁｰﾑ 98人
　　中学会員 ﾁｰﾑ 人
女子団体戦 31ﾁｰﾑ 137人
　　一般会員 27ﾁｰﾑ 117人
　　中学会員 4ﾁｰﾑ 20人

（８）成　　績

チーム名

優　　勝 TEAM-P'（A) 酒井　洋毅 有延　剛志 有延　健志 高羽　大樹

準 優 勝 藤井ｸﾗﾌﾞ 小田　史紀 西郡　賀津成 佐々木　亮 櫻木　智大 西田　侑生 金重　祐希

３　　位 R-Ⅱ 松野　健司 平元　将樹 手嶋　　凌 山本　龍聖 太田　勇一郎

３　　位 宗高ｸﾗﾌﾞ 尾塚　卓司 村本　篤史 二宮　亮太 出光　竜弘

優　　勝 TRY-U 関井　貴裕 田辺　　豊 山田　尚史 犬塚　啓介

準 優 勝 卓ｸﾗﾌﾞA 田川　洋一 林　　伸久 増田　伸治 栗田　嘉広

３　　位 FTTC 宝田　哲志 井上　晴貴 長谷　天希 村中　龍二 西田　侑生

３　　位 Candy 前田　　寿 池田　文彦 田中　治喜 松江　春正

優　　勝 卓ｸﾗﾌﾞB 渡部　卓志 小野　誠 平田　　清 米田　善信

準 優 勝 すぎな 三日市　浩志 村上　三男 菱田　義孝 梅木　龍児

３　　位 自由ヶ丘B 吉原　賢二 河野　　功 藤堂　　崇 田村　俊雄 中村　善明

３　　位 玄海PC 寺尾　憲彰 田中　一彦 安武　宏幸 中野　昌裕

チーム名

優　　勝 R-Ⅱ(A) 中　　美穂 中原　季菜 中川　穂乃花 山本　友里

準 優 勝 Candy 久保　けい子 前田　栄子 前田　加代子 熊本　潮美

３　　位 樟ｸﾗﾌﾞ 野口　典子 園田　幸子 山口　奈津子 栗田　美津子

３　　位 FTTC 大橋　杏果 那須　珠実 中園　瑠香 土井　彩美奈

優　　勝 ｸﾚｯｼｪﾝﾄﾞ(ｲ) 川上　孝子 麻生　義子 伊藤　清美 島田　貴子

準 優 勝 MSC 世良　禮子 水谷　美枝 浅野　めぐみ 妹尾　芙貴子

３　　位 卓ｸﾗﾌﾞ 池浦　美佐 林　　史子 大庭　啓子 松岡　明美 冨田　由紀子

３　　位 STC 田中　千佳子 鍛冶　侑茄 粟田　沙蘭 永嶋　ひなの 岡田　愛美

優　　勝 R-Ⅱ(B) 河上　乃愛 冨永　聖愛 矢野　彩夏 平元　亜樹

準 優 勝 ｱﾄﾑ 瓜生　栄子 二宮　ゆき江 水口　和子 原　　正子

３　　位 ﾗｲﾗｯｸ 岡田　寿賀子 雲竜　麻紀子 後藤　順子 納戸　琴恵 鉛山　康子 田中　幸江

３　　位 TEAM-P' 中原　里美 中原　真唯 西河　明音 西河　和奏

宗像市秋季卓球大会成績結果
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（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4年9月4日（日）午前9時～午後4時30分

（4）会　　場 　　　宗像市民体育館（大体育室及びＡ、Ｂ体育室）

（5）種　　目 　　　男女別団体戦　（Ａ・Ｂ・Ｃ級） ※今回男女とも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 （172人）

　　　女子団体戦 （165人）計

（8）成　　績

チーム名
A･B 優　　勝 藤井ｸﾗﾌﾞ 小田　史紀 西郡　賀津成 佐々木　亮 櫻木　智大 西田　侑生

級 準 優 勝 Infinity 樋口　　純 阿部　友輝 上赤　紀斗 黒田　公太

３　　位 髙森卓球ｸﾗﾌﾞA 東　琉太朗 甲斐　優希 松元　章泰 天野　浩二 小原　大夢

４　　位 R-Ⅱ 河上　貴志 手嶋　　凌 松野　健司 山本　龍聖

Ｃ 優　　勝 福岡卓楽会(A) 深松　英二 田畑　孝法 井上　直久 内田　慎太郎

級 準 優 勝 TRY-U 山田　尚史 関位　貴裕 田辺　　豊 大塚　啓介 関位　颯人

1 ３　　位 永卓会 田中　正一 中野　紀昭 小田　良和 田頭　　昇

部 ３　　位 的場会 森田　裕之 野中　義晴 中島　　聡 園田　芳久

チーム名
A･B 優　　勝 R-Ⅱ 野﨑　八千代 中　　美穂 中村　愛理 山本　友里

級 準 優 勝 髙森卓球ｸﾗﾌﾞA 宮島　彩奈 藤野　朝美 内橋　美緒 内橋　千里

３　　位 HANABI（C） 大串　奈央 織田　紀子 岐部　砂樹奈 下津浦　美菜

４　　位 FTTC 大橋　杏果 佐々　典子 宮﨑　晴香 先村　恵里

Ｃ 優　　勝 一安卓球 一安　柚那 寺河　百菜 成富　美恵子 合原　美玖

級 準 優 勝 すぎなＡ 岩野　美恵子 八藤丸　きく子 山田　良江 加峯　尚子

1 ３　　位 福岡卓楽会 森　　早苗 横山　真佐栄 内田　奈津美 森　　千夏

部 ３　　位 ﾗｲﾗｯｸ(ｲ) 岡田　寿賀子 大橋　浩子 志水　順子 雲龍　麻起子

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

77チーム

男　子　の　部

選　　　　　手　　　　　名順　　　位

38チーム

39チーム

　（合計337人）



(1) 主　　催 　宗像市スポーツ育協会

(2) 主    管 　宗像市卓球協会

(3) 日　　時 　令和4年7月3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 　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 40ﾁｰﾑ 88人

　女子団体戦 35ﾁｰﾑ 105人

　合　　　計 75ﾁｰﾑ 193人

(8) 成　　績

男　子　の　部

順　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

優　　勝 小郡ｸﾗﾌﾞ 荒巻　　誠 宗　　一也

一 準 優 勝 ﾌﾞﾙｰｳｪｰﾌﾞ 井野　泰弘 松下　　聡

部 ３　　位 H&E 上松　省三 田村　輝昭 田野　義和

３　　位 ﾕｰｱｲｸﾗﾌﾞ 高橋　秀作 高田　剛志

優　　勝 博多いいとも会A 吉原　有三 井上　史隆

二 準 優 勝 ﾗﾌﾞ･ｵｰﾙB 町田　秀弘 中村　　博

部 ３　　位 春日ﾗｰｼﾞ 米倉　直敏 伊藤　直哉

３　　位 博多ﾍﾞﾃﾗﾝ会 筒井　洋一郎 浦田　孝一郎

優　　勝 久保泉ｸﾗﾌﾞ 倉持　　薫 中井　哲弥

三 準 優 勝 SAKURA 戸島　宏太 張岳　乙一 秋子　紘一

部 ３　　位 紫ヶ丘ｸﾗﾌﾞ 川内丸　浩之 坪内　純一 筒井　新一

３　　位 大野城ﾗｰｼﾞ同好会A 宮住　　仰 藤岡　保博

女　子　の　部

順　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

優　　勝 小郡ｸﾗﾌﾞ 佐藤　治美 天野　治美

一 準 優 勝 直卓ｸﾗﾌﾞ 中尾　恵子 奥　　幸代

部 ３　　位 ﾌﾞﾙｰｳｪｰﾌﾞA 畠田　久美子 崎濱　しのぶ

３　　位 ﾗｰｼﾞﾒｲﾄ 永石　悦子 野口　典子 大森　祐子

優　　勝 TEAM-P' 中原　里美 中原　真唯 名嶋　恵子

二 準 優 勝 ﾌﾞﾙｰｳｪｰﾌﾞB 永嶋　百合江 山本　節子

部 ３　　位 泉ヶ丘ｸﾗﾌﾞA 荒木　福代 安部　敏子

３　　位 JOYﾗｰｼﾞB 浜田　礼子 田中　畄美 田中　良江

優　　勝 大野城ﾗｰｼﾞ同好会D 倉橋　信子 山下　洋子

三 準 優 勝 ｺｽﾓｽ 船津　勝子 白石　綾子

部 ３　　位 ﾗﾌﾞ･ｵｰﾙ 早田　純子 荒牧　美由紀

３　　位 H&E 大嶋　伸子 大竹　佳子 橋本　真弓

第14回宗像市ラージボール卓球大会成績結果



(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4年6月12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

チーム名

優　　勝 自由ヶ丘Ａ 井上　正雄 百崎　雪夫 村松　俊之 原田　誠博 栄　　 郁寿 西原　敦子 馬場　晴美

準優勝 南郷 渡部　卓志 村本　篤史 二宮　亮太 越智　友輔 越智真由美 野口　典子 梶野　暢彦

3　　位 河東（イ） 渡辺　哲雄 松浦喜美男 原口　宣昭 白石　安生 石井　久子 山下　なつえ 長谷川明美 杉原　　明

3　　位 赤間西 後藤　憲治 栗田　嘉広 宮島　英輔 栗田美津子 瓜生　栄子 前川　睦子 今西ひろ子

優　　勝 河東（ロ） 小野　　誠 章　　　　宏 山下　泰右 川田翔太郎 北島こず江 福島千恵子 横山　紀子 園田　幸子

準優勝 城南ヶ丘 野村　昭二 野見山　哲典 横瀬　盛隆 荒牧　節子 徳丸　信子 徳丸　典子 野間　邦子 新保　清子

3　　位 青葉台 吉村　勝彦 桃田　義隆 坂乃井秀輝 辻　みどり 末山　敬子 藤田久美子 田中　晶子 上村　繁代

3　　位 石丸 木原　雅治 村山　敏治 石田　道春 伊達　正信 安部　隆成 光井　貴子 木原　直子 池浦　美佐 小川　満代

選　　　　　手　　　　　名順　　　位

Ａ
　
ク
　
ラ
　
ス

宗像市民地域交流卓球大会成績結果

Ｂ
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ラ
　
ス



(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４年５月２８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　１４チーム

女子　１６チーム 合計　３０チーム

(8) 成　　績

男　子　の　部 女　子　の　部

１　　　　部 １　　　　部

２　　　　部 ２　　　　部

３　　　　部 ３　　　　部

３　位

３　位

３　位

３　位

準優勝

優　勝

３　位

３　位

３　位

福間中Ｂ

城山中Ｂ

城山中Ａ

津屋崎中Ａ

粕屋中Ｂ

津屋崎中Ｂ

自由ヶ丘中Ｂ ３　位

３　位

準優勝

優　勝

３　位

３　位

準優勝

優　勝

３　位

準優勝

優　勝

中央中Ｂ

中央中Ａ

日の里中

自由ヶ丘中Ｂ

津屋崎中Ａ

福間東中

自由ヶ丘中Ａ

中央中Ａ

新宮中Ｂ

日の里中Ｂ

中央中Ｂ

日の里中Ａ

城山中Ｂ

準優勝

優　勝

宗像市中学生卓球大会成績結果

準優勝

優　勝

福間中Ａ

城山中Ａ福間中Ａ

粕屋中Ａ

（２２２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４年５月１５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・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 92人

42人

40人

43人 合計 217人

（８）成　　績

順　　位 男　　子　　の　　部 女　　子　　の　　部

優　勝 奈須　大吾 藤井ｸﾗﾌﾞ 近藤　　心
一 準優勝 宮﨑　竜馬 R-Ⅱ 中原　季菜

部 三　位 吉藤　慎也 一安卓球ｸﾗﾌﾞ 宮島　彩奈 髙森卓球ｸﾗﾌﾞ

三　位 吉瀬　和也 川田卓球ｸﾗﾌﾞ 中村　心羽 博多卓球部ｸﾗﾌﾞ

優　勝 西田　侑生 藤井ｸﾗﾌﾞ 内橋　美緒 髙森卓球ｸﾗﾌﾞ
二 準優勝 佐々木　亮 藤井ｸﾗﾌﾞ 甲斐　菜那子 髙森卓球ｸﾗﾌﾞ

部 三　位 藤島　　亮 AKAMAｸﾗﾌﾞ 白井　心晴 髙森卓球ｸﾗﾌﾞ

三　位 宮島　玲央 髙森卓球ｸﾗﾌﾞ 池浦　美佐 卓ｸﾗﾌﾞ

優　勝 中島　　聡 的場会 有田　圭那 一安卓球ｸﾗﾌﾞ
三 準優勝 芳中　慎之介 TEAM-P' 有川　　舞 新宮町卓球部

部 三　位 福田　大作 はっぴぃすまいる 旗生　琴乃 AKAMAｸﾗﾌﾞ

三　位 藤本　翔大 HANABI 山本　喜心 TEAM-P'

順　　位 男　　子　　の　　部 女　　子　　の　　部

優　勝 田頭　　昇 永卓会 瓜生　栄子 ｱﾄﾑ
一 準優勝 豊永　　晃 ﾗﾘｰﾒｲﾄ 安部　八重子 宗像卓愛

部 三　位 中村　　誠 卓伸ｸﾗﾌﾞ 水口　和子 ｱﾄﾑ

三　位 真子　秀人 卓伸ｸﾗﾌﾞ 世良　禮子 MSC

優　勝 田中　正一 永卓会 妹尾　芙貴子 MSC
二 準優勝 髙山　秀行 永卓会 北島　こずえ 城西ヶ丘ｸﾗﾌﾞ

部 三　位 渡部　卓志 卓ｸﾗﾌﾞ 坂部　綾子 ｺｽﾓｽ

三　位 加藤　真利 永卓会 長谷川　明美 SAKURA

優　勝 寺尾　憲彰 玄海PC 岡田　寿賀子 ﾗｲﾗｯｸ
三 準優勝 橋本　勇夫 樟ｸﾗﾌﾞ 鉛山　康子 ﾗｲﾗｯｸ

部 三　位 天野　浩二 髙森卓球ｸﾗﾌﾞ 東　きよ子 ﾏｰﾌﾞﾙ

三　位 米田　善信 自由ヶ丘卓球ｸﾗﾌﾞ 松尾　志津子 ﾏｰﾌﾞﾙ

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

R-Ⅱ

Honda Cars 北九州


