
宗像市春季卓球大会成績結果

(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１５年５月２５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 41 チーム

182 人

(8) 成　　績

順　　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

優　　　勝 赤間クラブA 岡本　亜紀子豊福　京子 斎藤　哲也 福間　一 　 　

一 準　優　勝 ラリーメイトＢ 山本　昇司 田中　智彦 崎浜　しのぶ 大森　祐子 　 　

部 ３　　　位 フレンドＡ 宮本　煌 米倉　直敏 乾　由紀子 米倉　千景 　 　

３　　　位 美容室ＢＡＺＺ 弦本　考史 大谷　善之 音在　薫 藤田　ちひろ 　 　

優　　　勝 卓クラブＤ 田中　佑典 矢野　隼人 伊藤　仁美 岩下　愛 　 　

二 準　優　勝 城西ヶ丘クラブ 渡辺　哲雄 宮脇　一博 吉永　次子 伊藤　由紀子 　 　

部 ３　　　位 自由ヶ丘Ｃ 米田　喜信 西垣　敏 坪上　泰子 野見山　玲子 　 　

３　　　位 わくわくクラブ 中野　和人 新居田　孝 徳丸　信子 安部　八重子 　 　



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 平成１５年６月８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 中学生男女別団体戦

(6) 参加対象 会員登録者

(7) 参加 ﾁｰﾑ 　 男子　１９チーム

女子　１２チーム　　　　　合計　３１チーム

(8) 成　　績

男　子　の　部
順位 チーム名 選　　　　手　　　　名

１　　　　部

優　勝 福間東中学校Ａ 川崎　裕也 小田　直輝 志水　宏行 中藤　成也 山川　裕也 松本　佳久

準優勝 城山中学校Ａ 小原　耕一 秋山　圭太 田子森　順紀 河津　正卓 蒲原　達也 福崎　健仁

３　位 河東中学校Ａ 栗山　泰典 松波　孝太 花田　博輝 木藤　友也 伊藤　健 荒木　圭一郎 峰本　翔太

３　位 古賀中学校Ａ 奥村　太介 浦江　智章 高尾　翔 西ノ原　真人 高原　剛 阿部　友輝 下藤　純平

２　　　　部

優　勝 城山中学校Ｂ 永峰　隆 安江　直生 古野　健太 下田　真之 磯部　翔太 海塚　誠司

準優勝 自由ヶ丘中学校Ｂ 古島　慎太郎 野田　耕正 高松　宏吏 梅田　真史 吉村　勇樹 丸田　千寛 西山　達磨

３　位 古賀北中学校 岡本　学 赤坂　亮 九重路　文雅 東條　友樹 吉野　秀栄 北崎　淳一 吉村　将一

３　位 中央中学校Ｂ 山本　駿 原口　由也 水上　涼介 古賀　悠史 田中　健太 松尾　洋希 岩崎　慎也 大内　章史

女　子　の　部
順位 チーム名 選　　　　手　　　　名

１　　　　部

優　勝 粕屋中学校 豊原　彩加 江藤　晴香 一色　晴菜 原賀　瞳 徳永　恵 梅崎　彩也香 今村　早希 最上　綾乃

準優勝 自由ヶ丘中学校 山崎　萌香 片岡　裕美子 片山　知香 古屋敷　華子 古瀬　友里加 塚本　菜帆 西村　明子

３　位 古賀北中学校Ａ 野辺　百合恵 野田　奈見子 成安　真依 江崎　真依 岸川　奈々美 安永　瑞恵

３　位 中央中学校Ａ 柴田　由美子 大黒　愛子 権藤　瑞希 栗原　舞 谷口　遥 益尾　実希

２　　　　部

優　勝 日の里中学校 伊東　百合 寺本　早紀 戸高　千香絵 安藤　香代子 中村　由佳里 三好　悠佳 野副　友里
長谷川歩美
土井香菜子

準優勝 城山中学校Ｂ 花田　美緒 山下　佳緒里 森　藍子 陣川　葉子 坂口　詩織 下村　麻衣子
森田　志織
柳田　真希

金田　真知
倉本 梨香

３　位 福間中学校Ｂ 飯笹　奈美 不動　江梨 竹之内　美穂 木下　万悠子 迫田　有佳里 北岡　恵里菜 　

３　位 中央中学校Ｂ 平野　弥季 岡田　倫美 村田　彩乃 小山田　洵子 橋本　涼子 中村　安里 白川　葉子 江副　麻美



宗像市民地域交流卓球大会成績結果

(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１５年６月２９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 20 チーム

166 人

(8) 成　　績

順　　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

Ａ 田島　洋 川上　俊 百崎　雪夫 井上　正男 野見山　玲子 片山　芳子

百崎　小夜子 井上　和歌奈

ク 椰野　保幸 西垣　敏 ヒュウー　タイラー 村上　冬彦 米田　喜信 田久　明子

花田　雅子 河波　由美子

ラ 渡辺　哲雄 宮脇　一博 森林　正昭 広瀬　正二 松浦　喜美男 吉永　次子

大谷　睦子

ス 榊原　浩晃 榊原　直子 小原　耕一 荒木　大貴 岡本　亜紀子 岡田　ヒロ子

石松　洋恵

Ｂ 坪上　貞美 川手　保夫 原　広幸 歌野　厳 新居田　孝 法村　峰子

広永　京子 平松　秋子 坪上　泰子 　 　 　

ク 井上　裕雄 井上　政広 林　正博 遠藤　啓 石橋　清子 久富　久美子

遠藤　清香

ラ 東房　昭幸 佐川　英明 高倉　庸輔 章　　宏 小野　　　誠 伊藤　由紀子

松永　竹美 久原　加世子 　 　 　 　

ス 石松　真治 石松　達夫 中山　幸弘 堀田　克巳 元岡　久悦 石松　宏子

石松　律子 中山　美千子 　 　 　 　

自由ヶ丘第三区

日の里三丁目

稲　　　元

土　穴　Ａ

自由ヶ丘第一（Ａ）

自由ヶ丘第二

城西ヶ丘（Ａ）

赤　　　間

優　　勝

準優勝

３　　位

３　　位

優　　勝

準優勝

３　　位

３　　位



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１５年７月１３日（日）　午後１時～午後４時

（４）会　　場 宗像市民体育館（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）

（６）参加対象 会員登録者

（７）参加人数 男子２０人

女子３０人 合計５０人

（８）成　　績

順　　位 男　　子　　の　　部 女　　子　　の　　部

優　勝 斉藤　哲也 ＶＥＤＡ 井地　幸子 ラージメイト

一 準優勝 東　　正人 ＶＥＤＡ 大森　祐子 ラージメイト

部 三　位 大田　一義 Ｍ.Ｔ.Ｔ.Ｃ 前田　久美子 ラージメイト

三　位 黒瀬　清和 安永卓球クラブ 三木　照美 安永卓球クラブ

優　勝 中生　　学 宗像卓愛 渡辺　スミ子 Ｍ．Ｔ．Ｔ．Ｃ

二 準優勝 西　由晴 安永卓球クラブ 岸　照子 安永卓球クラブ

部 三　位 小野　誠 卓クラブ 後藤　美智子 城西ヶ丘クラブ

三　位 野間　清 てんとう虫 田中　靖代 泉ケ丘クラブ



宗像市夏季卓球大会成績結果

（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１５年８月３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１３６人（うち中学生６０人）

女子　５５人（うち中学生２１人） 合計　１９１人

（８）成　　績

順　　位 男　　子　　の　　部 女　　子　　の　　部

優　勝 米倉　直敏 フレンド 永石　千明 宗像卓球クラブ

一 準優勝 牟田　利夫 ラリーメイト 植木　理世 卓クラブ

部 三　位 田中　智彦 ラリーメイト 瓜生　絵巳子 アトム

三　位 梶原　守史 我楽苦多 大森　祐子 ラリーメイト

優　勝 佐伯　亮太 赤間クラブ 萩原　千和 稲築志耕館高校

二 準優勝 立石ｱﾙﾌｧ裕一 フレンド 太田　聖美 宗像卓球クラブ

部 三　位 前田　光晴 稲築志耕館高校 伊藤　由紀子 城西ヶ丘クラブ

三　位 田中　亘 ＶＥＤＡ 広永  京子 おれんじ

優　勝 小原　耕一 城山中学校 森　妙子 福岡教育大学

三 準優勝 志和　広史 卓クラブ 益尾　実希 中央中学校

部 三　位 馬場　喬久 福間東中学校 栗原　舞 中央中学校

三　位 古賀　悠史 中央中学校 寺本　早紀 日の里中学校



宗像市近隣市町村交流卓球大会成績結果

(1) 主　　管 宗像市卓球協会

(2) 後    援 宗像市教育委員会

(3) 日　　時 平成１５年９月７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　団体戦　（A・B・Ｃクラス）

(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 55チーム

女子団体戦 71チーム 計 126チーム

(8) 成　　績

男　子　の　部

順　　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

Ａ 優　　勝 博多卓球クラブＡ 尾本　健一 福場　亮博 植月　喬士 安藤　宏樹

ク 準優勝 香椎卓球クラブ 大谷　善之 矢野　博志　 平田　靖仁 弦本　考史

ラ ３　　位 ＶＥＤＡ　Ａ 斎藤　哲哉 山本　裕二 東　　正人 作本　賢治

ス ３　　位 博多卓球クラブＢ 深町　大吾 筒井　啓介 永石　孝 堀口　久尚

Ｂ 優　　勝 ＤＲＴ　Ａ 堀川　敬司 竹本　祐二 友井　信夫 田島　宏光

ク 準優勝 ＡＫ 橋爪　浩一 坂本　孝徳 安川　武志 白橋　慎吾

ラ ３　　位 ＤＲＴ　Ｂ 鬼塚　敏郎 飯田　剛也 猪野　敬央 中村　太助

ス ３　　位 ＶＥＤＡ　Ｂ 藤島　隆介 田中　亘 市岡　大吾 山下　琢磨

Ｃ 優　　勝 香椎工業高校Ａ 竹本　恵一 栗本　孝幸 小林　賢太郎 内野　誠之

ク 準優勝 津田クラブＢ 津田　嘉宏 香月　信利 樋口　孝弘 堤

ラ ３　　位 博多よかクラブＢ 野島　近 呼子　充明 西川　未幸 永嶋　頼明

ス ３　　位 永卓会 枌　峯晴 近原　潤作 新宅　義憲 田中　正一

女　子　の　部

順　　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

Ａ 優　　勝 香椎卓球クラブＡ 音在　薫 若杉　峰子 槙山　正子 藤田　ちひろ

ク 準優勝 赤間クラブ 岡田　ヒロ子 船本　冨美枝 豊福　京子 岡本　亜紀子

ラ ３　　位 自由ヶ丘クラブⅠ 河波　由美子 矢崎　奈美子 百崎　小夜子 石井　直生 法村　嶂子

ス ３　　位 ラリーメイトＡ 崎浜　しのぶ 大森　祐子 笠原　範子 新保　清子

Ｂ 優　　勝 若葉クラブＡ 山元　恵 道越　啓子 今村　志津子 工藤　早苗

ク 準優勝 久留米フレンド 堤　葉子 翁　淑美 浦田　則子 鶴久　保子

ラ ３　　位 博多卓球クラブＢ 深町　美津子 永石　千明 中嶋　真由美 太田　聖美

ス ３　　位 ひかりヶ丘クラブ 渕上　和子 出島　保子 平畑　桂子 石井　久子

Ｃ 優　　勝 Ｔ＆Ｓ－Ｂ 春田　治子 岩井　和子 安藤　順子 内山　淑子

ク 準優勝 芦屋卓球Ｂ 中津　信子 白石　春美 村上　照代 麻生　文江

ラ ３　　位 的場会 浜田　はるみ 林　光子 渡辺　里美 山口　愛子

ス ３　　位 博多卓球クラブＥ 宮﨑　鈴菜 宮﨑　愛恵 青木　志穂 下川　瑞穂



宗像市秋季卓球大会成績結果

（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１５年１１月１４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１１７人（うち中学生５４人）

女子　８９人（うち中学生４９人） 合計　２０６人

（８）成　　績

順　　位 男　　子　　の　　部 女　　子　　の　　部

優　勝 鳥居　俊治 宗像卓愛 崎浜　しのぶ ラリーメイト

一 準優勝 梶原　守史 我楽苦多 大森　祐子 ラリーメイト

部 三　位 河口　敏也 卓クラブ 原口　まゆみ 卓クラブ

三　位 斉藤　哲也 VEDA 植木　理世 卓クラブ

優　勝 田中　正一 永卓会 徳丸　信子 わくわくクラブ

二 準優勝 佐伯　直哉 津田クラブ 今村　早希 粕屋中学校

部 三　位 山本　潤一 福岡教育大学 日高　芙美子 つくしクラブ

三　位 山本　光雄 自由ヶ丘クラブ 最上　綾乃 粕屋中学校

優　勝 蒲原　達也 城山中学校 鶴　麗子 うさぎクラブ

三 準優勝 古野　健太 城山中学校 益尾　実希 中央中学校

部 三　位 山本　駿 中央中学校 浦中　京子 自由ヶ丘クラブ

三　位 金丸　大希 古賀北中学校 下村　麻衣子 城山中学校



宗像市長杯卓球大会成績結果

(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１５年１２月１４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 混合ダブルス団体戦

(6) 参加対象 会員登録者

(7) 参加人数 23ﾁｰﾑ 141人

(8) 成　　績

順　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

角岡　義久 成松　孝嗣 田中　佑典 大森　祐子 岡本　亜紀子 植木　理世

一 西村　勇紀 江川　博 安楽　和也 中村　孝子 廣瀬　貴子 高橋　久子

部 宮﨑　隆宏 鳥居　俊治 宮﨑　綾子 宮﨑　志織 宮﨑　鈴菜 宮﨑　愛恵

田辺　広志 船津　由紀信 城野　和幸 才木　光代 白川　多恵子 衛藤　和美

村本　篤史 北原　龍一 山口　政文 白水　ケイ子 渕崎　利恵 那須　親恵

二 梛野　保幸 坪上　貞美 新居田　孝 野見山　玲子 中島　道子 小野　千恵子

部 田中　貞敏 田中　久子 原口　宣昭 日高　悦子 村尾　弘子 鶴　麗子

石松　達夫 石松　律子 桜井　薫 桜井　サツキ 石松　宏子 原田　敏男

荒牧　正信

優　　勝

準 優 勝

３　　位

３　　位

優　　勝

準 優 勝

３　　位

３　　位

城山中学校区A

春日中学校区
(我楽苦多)

福間中学校区Ａ

東福間中学校区

中央中学校区

自由ヶ丘中学校区D

城山中学校区
（ﾈｯﾄﾜｰｸ）

城山中学校区
（土穴）



宗像市新春卓球大会成績結果

(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１６年２月１１日（祭）　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 男女別団体戦

(6) 参加対象 会員登録者

(7) 参加人数 男子団体戦 42ﾁｰﾑ 200人

　　一般会員 21ﾁｰﾑ 100人

　　中学会員 21ﾁｰﾑ 100人

女子団体戦 40ﾁｰﾑ 170人

　　一般会員 23ﾁｰﾑ 95人

　　中学会員 17ﾁｰﾑ 75人

合　　　計 82ﾁｰﾑ 370人

(8) 成　　績

男　子　の　部

順　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

優　　勝 ＢＡＺＺ 大谷　善之 河口 弦本　考史 平田　靖仁

一 準 優 勝 宗像卓愛Ａ 宮崎　隆宏 山本　武佳 鳥居　俊治 中生　学

部 ３　　位 ＶＥＤＡ－Ａ 斉藤　哲也 市岡　大吾 萩野　充佳 山本　潤一 福間　一

３　　位 卓Ｂ 田中　佑典 矢野　隼人 石川　貴裕 成松　孝嗣

優　　勝 福間東中学校Ａ 福留　康介 西郡　賀津成津口　龍生 宮原　健 馬場　喬久 戸田　大貴

二 準 優 勝 福間東中学校Ｂ 今神　祐史 坂田　峻一 佐藤　茂孝 白木　一太朗宮川　拡 佐原　裕一

部 ３　　位 城山中学校Ｄ 池上　良平 森田　成人 柴田　康介 野中　拓弥 権田　元樹

３　　位 城山中学校Ｃ 花田　篤宣 海塚　誠司 立石　公平 吉田　勇人 山本　暁人

女　子　の　部

順　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

優　　勝 自由ヶ丘クラブＡ 百崎　小夜子片山　芳子 矢崎　奈美子石井　直生

一 準 優 勝 宗像卓愛Ａ 宮崎　綾子 才木　光代 白川　多恵子宮崎　しおり

部 ３　　位 ラリーメイト 福永　靖子 前田　久美子杉田　真美 藤ヶ谷　敬子

３　　位 宗像卓愛Ｃ 大森　裕子 本郷　たよ子 宮崎　すずな 宮崎　よしえ

優　　勝 自由ヶ丘クラブＢ 中島　道子 坪上　泰子 西原　敦子 長谷部　路子

二 準 優 勝 福岡教育大学 土井　沙織 森　妙子 吉村　香織 築地　恭子

部 ３　　位 粕屋中学校Ｂ 原賀　瞳 最上　綾乃 梅崎　彩也香森尾　未有 中田　静菜

３　　位 城山中学校Ｂ 坂口　詩織 花田　美緒 柳田　真希 森田　志織 下村　麻衣子



宗像市ダブルス親善卓球大会成績結果

（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１６年３月２１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・混合ダブルス戦（各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 男子　　　７８組（１５６人）

女子　　　４１組（　８２人）

ミックス　７６組（１５２人）　

（８）成　　績

順　　位 男子ダブルス 女子ダブルス 混合ダブルス

優　勝 斉藤　哲也・山本　友治 永石　千明・岡本　亜紀子 鳥居　俊治・才木　光代

一 準優勝 城野　和幸・高山　幸文 井地　幸子・大森　祐子 斉藤　哲也・岡本　亜紀子　

部 三　位 大谷　善之・杉本　義人 百崎　小夜子・片山　芳子 小川　淳・百崎　小夜子

三　位 福間　一・市岡　大吾 才木　光代・宮﨑　しおり 重松　真三起・前田　久美子

優　勝 米田　喜信・川手　保夫 出島　保子・石井　久子

二 準優勝 小野　誠・高嶋　勝海 岡田　ヒロ子・船本　冨美枝

部 三　位 田島　洋・原　広幸 野見山　玲子・中島　道子

三　位 中野　和人・小島　文雄 大森　裕子・吉田

優　勝 福留　康介・津口　龍生 伊藤　由起子・益田　慧子

三 準優勝 馬場　喬久・今神　祐史 野間　邦子・望月　智子

部 三　位 中野　久美子・大塚　仁美

三　位 宮川　拡・佐原　裕一 後藤　美智子・渡辺　順子


