
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１９年５月２７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 男女混合団体戦

(6) 参加対象 会員登録者

(7) 参加人数 40 チーム

177 人

(8) 成　　績

順　　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

優　　　勝 ウェーブA 中野　幸二 森門　毅 丸茂　直美 植木　理世

一 準　優　勝 ウェーブB 井野　泰弘 石田　高広 崎浜　しのぶ 越智　妙子

部 ３　　　位 ラリーメイト 山口　政文 木元　裕二 杉田　真美 大羽　さとみ 権田　満理子

３　　　位 宗像卓愛A 山本　武佳 上野　祐志 宮﨑　愛恵 宮﨑　寿美恵

優　　　勝 ウェーブC 近藤　昌宏 中村　靖郎 本多　佳織 原口　真由美

二 準　優　勝 はやぶさ 白石　良夫 岡村　章 田原　美恵子 西村　伸子

部 ３　　　位 グレープフルーツ 池田　文彦 村中　一真 田中　和恵 岡　ゆかり 岡　愛美

３　　　位 自由ヶ丘クラブＡ 百崎　雪夫 二宮　亮太 河波　由美子 片山　芳子

優　　　勝 光陵高校Ｂ 青野　康介 小椎尾　健 今村　美樹 野又　綾香

三 準　優　勝 自由ヶ丘クラブＣ 山本　光雄 原　広幸 村上　冬彦 諸藤　祐二 西原　敦子 村田　美子

部 ３　　　位 卓人（ﾀｸﾝﾁｭｳ） 月野　智亮 吉田　桂介 豊饒　裕一 前山　真満 田邉　直子

３　　　位 卓Ｂ 小野　誠 成松　斎 松永　竹美 今西　ひろ子 中生　学



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１９年６月２日（土）　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 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　１８チーム（１２５人）

女子　１２チーム（８３人）　　合計　３０チーム

(8) 成　　績

男　子　の　部
順位 チーム名 選　　　　手　　　　名

１　　　　部

優　勝 河東中Ａ 服部　泰伸 上崎　啓慈 泉　幸作 後藤　樹二 上月　誠也 野口　朔

準優勝 城山中Ａ 右山　敬人 秋武　将俊 石松　和樹 小川　憂貴 丸山　慎太郎 蒲原　裕也

３　位 日の里中Ａ 盛永　有喜 坂口　友介 松本　和剛 有吉　椋平 三好　宏明 村山　智彦

３　位 中央中Ａ 野口　啓吾 林　俊貴 田口　奏揮 牛谷　謙吾 有高　春介 井上　佑太 松尾　直都

２　　　　部

優　勝 日の里中Ｃ 阿部　剛志 久徳　僚馬 永吉　航 村山　直暉 原田　龍仁 三戸　逹史

信安　一希 生田　渉真 濱田　直樹 北村　純一 丸山　雄也 石橋　洋行 鷲尾　勇斗 吉田　顕吾
田中　佑規

３　位 福間東中Ｂ 角　佳幸 北岡　龍吾 那波　正浩 伊藤　祐一郎 清水　匠

３　位 中央中Ｃ 川村　凌平 石松　裕久 本嶋　雄大 阿部　紀宣 水流園　祐輝 椎葉　文汰 深田　大雅 横尾　哲太

女　子　の　部
順位 チーム名 選　　　　手　　　　名

１　　　　部
後藤　奈菜 有吉　菜奈 原田　奈穂子 江崎　満里奈 国崎　由子 大庭　有里子 中園　千秋 宮﨑　香奈
宮﨑　愛恵

準優勝 自由ヶ丘中Ａ 沖　みほ 本郷　千紘 鎌田　星菜 手嶋　淑絵 岡田　彩 古宮　美紗子

３　位 古賀中 末廣　かなえ 小園　由衣 橘　杏奈 松岡　真美 中村　仁美 戸次　美穂

３　位 古賀北中Ａ 曽原　佳奈 古川　明香 平瀬　珠美 中村　愛恵 山下　あすか 井上　瑠美

２　　　　部

優　勝 中央中Ａ 吉田　弥生 吉田　有紗 吉田　真礼 牧　友理 一枝　千裕 宇治野　明希 高宮　愛果

準優勝 中央中Ｂ 井上　愛実 小方　衣蕗 添田　奈都子 岩坂　真由美 北森　栞菜

加藤　彩美 富原　萌 松尾　美桜 麻生　菜月 大谷　茜 今橋　璃香 泉　裕子 泉　聡子
津﨑　美穂

３　位 城山中Ａ 岩下　明歩 諫山　愛美 山原　翔奈恵 村田　真希 陣内　美咲 木下　真智子 福本　恵里 坂本　文佳

３　位 古賀北中Ｃ

（２０８人）

準優勝 城山中Ｃ

優　勝 福間中Ａ



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１９年６月１７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 28 チーム

216 人

(8) 成　　績

順　　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

渡辺　哲雄 広重　勝典 高山　優徳 宮脇　一博 服部　泰信 益田　慧子

石井　久子

岡本　亜紀子 岡村　義夫 松尾　信夫 前田　久美子 張岳　乙一 小川　優貴

大森　祐子

後藤　憲治 成松　斉 漆谷　慎一 横関　郁子 望月　智子 瓜生　絵巳子

前川　睦子

永松　俊夫 百崎　雪夫 二宮　亮太 村松　俊之 片山　芳子 百崎　小夜子

西原　敦子

井上　裕雄 井上　政広 林　正博 遠藤　啓 中野　和人 福井　泉

石橋　靖子 久富　久美子 遠藤　清香 木源　裕二

木村　隆志 高原　義正 松元　政勝 右山　敬人 小川　憂貴 安部　春美

福永　靖子 高田　久美子

古賀　将勝 田島　洋 諸藤　裕二 野見山　玲子 中島　道子 井上　千賀子

村田　美子 石橋　千鶴子

広瀬　正二 松本　秋義 松浦　喜美男 森林　正明 後藤　樹二 奥村　潤

後藤　美智子 大谷　睦子

Ａ
　
ク
　
ラ
　
ス

Ｂ
　
ク
　
ラ
　
ス

日の里３丁目

田久Ａ

自由ヶ丘第一Ｂ

城西ヶ丘Ｂ

城西ヶ丘A

赤間

大谷

自由ヶ丘第一Ａ

優　　勝

準優勝

３　　位

３　　位

優　　勝

準優勝

３　　位

３　　位



第１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１９年７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 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 23ﾁｰﾑ 50人

女子団体戦 32ﾁｰﾑ 71人

合　　　計 55ﾁｰﾑ 121人

(8) 成　　績

男　子　の　部

順　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

優　　勝 ＶＥＤＡ－Ａ 東　正人 斉藤　哲也

一 準 優 勝 ＶＥＤＡ－Ｂ 山本　友治 作本　賢治

部 ３　　位 ラージメイトＡ 山口　政文 立石　義仁

３　　位 安永卓球クラブＡ 安永　精一 西村　正

優　　勝 博多いいとも会Ａ 吉田　公徳 山本　武佳

二 準 優 勝 下関ベテラン会 白石　良夫 野々村　潔美

部 ３　　位 ＫＭＯ 宮脇　一博 小野　誠

３　　位 安永卓球クラブＣ 西村　弘二 大田　一義

優　　勝 ウィンベル 松尾　義昭 井浦　龍弥

三 準 優 勝 福間クラブＢ 田辺　広志 渡部　政明 中生　学

部 ３　　位 球遊会 池田　善昭 藤永　宏明

３　　位 自由ヶ丘クラブ 米田　善信 井上　学 矢崎　大智

女　子　の　部

順　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

優　　勝 ラージメイトＢ 永石　悦子 大森　祐子

一 準 優 勝 安永卓球クラブＢ 有場　良子 中村　スミ子

部 ３　　位 安永卓球クラブＡ 井桁　信子 大塚　清子

３　　位 ケ・セラ大野城 松本　茂子 河野　博子 丸野　京子

優　　勝 春日ラージＢ 田中　由紀子 水上　克子

二 準 優 勝 春日ラージＡ 中西　雅子 田嶋　京子

部 ３　　位 ウィンベル（イ） 仲田　安恵 石井　久子

３　　位 さふらんＡ 森　久美子 松田　れい子

優　　勝 自由ヶ丘クラブＢ 西村　毬子 加来　恭子

三 準 優 勝 ファインＢ 福間　和江 坂口　勝子

部 ３　　位 春日台ＴＴ 濱口　登志子 丸高　和子

３　　位 泉ヶ丘クラブＢ 田中　靖代 向本　明子



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１９年８月５日（日）　午前９時～午後５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）

（６）参加対象 会員登録者

（７）参加人数 男子１６９人（うち中学生６０人）

女子１３３人（うち中学生５５人） 合計　３０２人

（８）成　　績

順　　位 男　　子　　の　　部 女　　子　　の　　部

優　勝 中野　幸二 岡垣ウェーブ 宮﨑　愛恵 宗像卓愛

一 準優勝 近藤　昌宏 岡垣ウェーブ 丸茂　直美 岡垣ウェーブ

部 三　位 石田　高広 岡垣ウェーブ 本多　佳織 岡垣ウェーブ

三　位 山本　登志弘 直卓クラブ 大羽　さとみ 青葉台クラブ

優　勝 廣重　勝典 ウィンベル 藤井　まい 津屋崎中学校

二 準優勝 津守　龍一 グレープフルーツ 長尾　いずみ マーブル

部 三　位 石井　祥平 津屋崎中学校 砂野　真里 津屋崎中学校

三　位 中村　健 稲築志耕館高校 今村　美樹 光陵高校

優　勝 山下　悠 自由ヶ丘中学校 佐伯　京香 津屋崎中学校

三 準優勝 杉谷　葵 津屋崎中学校 渡辺　真由美 稲築志耕館高校

部 三　位 右山　敬人 城山中学校 崎山　亜美 自由ヶ丘中学校

三　位 小川　憂貴 城山中学校 新田　綾子 福岡教育大学



第２２回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１９年９月２日（日）午前９時～午後５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 59チーム

女子団体戦 65チーム 計 124チーム

(8) 成　　績

男　子　の　部

順　　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

Ａ 優　　勝 香椎卓球クラブ 弦本　考史 平田　靖仁 井保　啓太 鳥居　俊治

ク 準優勝 篠栗卓球クラブ 村瀬　健二 トーマス・ユス 大前　利明 佐々間　桂祐

ラ ３　　位 太宰府同好会 田渕　隆之 向野　雅広 長田　浩一 梅本　昇司

ス ３　　位 ウィンベル 森永　正幸 廣重　勝典 相川　誠司 野瀬　俊一

Ｂ 優　　勝 香椎卓球クラブ 矢野　博志 大谷　善之 松永　俊彦 岩石 一哉

ク 準優勝 浜の町クラブＡ 安川　武志 坂本　孝徳 堀川　敬司 立川　篤志 竹本　祐二

ラ ３　　位 直卓クラブ 山本　登志弘 平田　祐貴 松田　浩平 五郎丸　昇平 松尾　和浩

ス ３　　位 筑紫丘中央高校 明利　慎介 古川　裕二 関　裕二 笠原　澪

Ｃ 優　　勝 津田クラブ 佐伯　直哉 井原　光浩 清藤　広樹 樋口　孝弘

ク 準優勝 ももちスイング 伊東　隆則 岡嶋　明裕 石渕　巴乙 宮崎　正嗣

ラ ３　　位 永卓会 田中　正一 広松　勝機 枌　峯晴 中野　紀昭

ス ３　　位 卓人 月野　智亮 宇都宮　孝輔 吉田　桂介 井田　達也

女　子　の　部

順　　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

Ａ 優　　勝 精華女子高校Ａ 金田　澪 下川　妃佳里 佐藤　優 宮崎　鈴菜

ク 準優勝 香椎卓球クラブ 若杉　峰子 弓井　桂子 矢野　美和 藤田　ちひろ

ラ ３　　位 岡垣ウェーブＡ 本多　佳織 崎浜　しのぶ 丸茂　直美 植木　理世

ス ３　　位 福間クラブA 才木　光代 米倉　千景 乾　由紀子 大羽　さとみ

Ｂ 優　　勝 卓竜会 加藤　光子 中村　典子 玉腰　木綿子 髙山　美保

ク 準優勝 若葉クラブ 藤野　清美 道越　啓子 前田　真季 長田　愛蘭 梅本　八重香

ラ ３　　位 ウィンベル 井上　節子 渕上　和子 槙山　正子 石井　久子

ス ３　　位 精華女子高校Ｂ 青木　志穂 河津　ありさ 小田　志穂里 今村　早希

Ｃ 優　　勝 古賀卓球Ａ 岡　世津子 春田　治子 中嶋　真由美 拝郷　広子

ク 準優勝 南卓クラブ 丸野　和子 若菜　幸子 蕪尻　ミサ子 柿嶋　加代子

ラ ３　　位 さふらん 石津　サナヱ 森　久美子 松田　れい子 児嶋　より子

ス ３　　位 自由ヶ丘クラブ 野見山　玲子 河波　由美子 西原　敦子 村田　美子



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１９年１１月１１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 ミックスダブルス団体戦

(6) 参加対象 会員登録者

(7) 参加人数 31ﾁｰﾑ 194人

(8) 成　　績

順　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

山口　政文 永石　学 木元　裕二 永石　悦子 大羽　さとみ 池田　智子

一 矢野　博志 大谷　善之 平田　靖仁 藤田　ちひろ 藤野　優美 矢野　美和

部 宮﨑　隆宏 浅川　優太 松尾　和明 宮﨑　寿美恵 宮﨑　志織 宮﨑　愛恵

宮﨑　綾子

松田　通昭 増田　伸治 蔵本　拓也 岸田　紗矢香 長本　瑞枝 占部　啓子

百崎　雪夫 井上　学 二宮　亮太 河波　由美子 百崎　小夜子 坂口　奈美

二 田島　洋 原　広幸 吉原　賢二 野見山　玲子 片山　芳子 栗山　順子

部 北原　龍一 酒井　洋毅 福間　一 新保　清子 権田　真理子 名嶋　優

本田　逸夫 松尾　隆雄 松元　政勝 遠藤　清香 横山　紀子 白水　ケイ子

福原　哲敏 池田　文彦 中園　紀明 田中　和恵 佐伯　由美 岡　ゆかり

岡　愛美 中園　美詠子

三 岡本　宣一 三井　光二 二日市　浩志 庄山　志津子 中村　信子 中山　シズエ

部 宮脇　一博 森林　正昭 松本　秋義 渡辺　哲雄 後藤　美智子 徳丸　信子

藤田　久美子

岡村　義夫 力丸　保信 新居田　孝 伊藤　由紀子 田中　靖代 是則　喜代子

ラリーメイトＡ

樟クラブＢ

ラリーメイトＢ

自由ヶ丘Ｂ

自由ヶ丘Ａ

宗像卓愛Ｂ

宗像卓愛Ａ

矢野クラブ

優　　勝

準 優 勝

３　　位

３　　位

優　　勝

準 優 勝

３　　位

３　　位

優　　勝 グレープフルーツ

準 優 勝 ラビット

３　　位 城西ヶ丘クラブ

３　　位 わくわくクラブＡ



（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１９年１２月１６日（日）　午前９時～午後６時

（４）会　　場 宗像市民体育館（大体育室、Ａ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　１６９人（うち中学生９１人）

一般女子　１０５人（うち中学生５８人）

シニア男子　３３人

シニア女子　１５人 合計　３２２人

（８）成　　績

順　　位 男　　子　　の　　部 女　　子　　の　　部

優　勝 田野　義和 はっぴぃすまいる 大羽　さとみ 青葉台クラブ

一 準優勝 斉藤　哲也 ＶＥＤＡ 丸茂　直美 岡垣ウェーブ

部 三　位 長田　一浩 秋山卓球 本多　佳織 岡垣ウェーブ

三　位 福田　耕介 卓竜会 長田　愛蘭 秋山卓球

優　勝 馬場　喬久 ＲＯＤ 松崎　佑紀 青葉台クラブ

二 準優勝 津口　龍生 ＲＯＤ 岡本　市子 岡垣ウェーブ

部 三　位 矢田　幸平 中央中学校 倉本　薫 城山中学校

三　位 大脇　進 卓人 村山　綾 福間中学校

優　勝 長谷川　和樹 青葉台クラブ 小原　美恵子 チクタク会

三 準優勝 石川　数矢 青葉台クラブ 小方　衣蕗 中央中学校

部 三　位 小金丸　正義 中央中学校 渡辺　友里恵 津屋崎中学校

三　位 安永　志郎 宮田ＳＴＣ 堀谷　史織 城山中学校

優　勝 三井　光二 ラビット 向本　明子 泉ヶ丘クラブ

準優勝 松田　通昭 宗像卓愛 大庭　啓子 わくわくクラブ

三　位 百崎　雪夫 自由ヶ丘クラブ 猪立山千代子 マーブル

優　勝 山本　武佳 宗像卓愛 藤崎　美鶴 クレア

準優勝 江崎　清治 宗像卓愛 田中　靖代 わくわくクラブ

三　位 毛利　司 永犬丸クラブ 加藤　洋子 宗像卓愛

優　勝 木元　裕二 ラリーメイト

準優勝 東　信一 永犬丸クラブ

三　位 占部　文章 宗像卓愛

優　勝 渡辺　哲雄 城西ヶ丘クラブ

準優勝 三日市　浩志 ウィンベル

三　位 田辺　広志 宗像卓愛

シ
ニ
ア
Ｄ

シ
ニ
ア
Ａ
シ
ニ
ア
Ｂ

宗像市長杯親善卓球大会成績結果

シ
ニ
ア
Ｃ



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２０年２月１１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 男子団体戦 36ﾁｰﾑ 168人
　　一般会員 29ﾁｰﾑ 122人

　　中学会員 7ﾁｰﾑ 46人

女子団体戦 37ﾁｰﾑ 187人
　　一般会員 20ﾁｰﾑ 81人

　　中学会員 17ﾁｰﾑ 106人

合　　　計 73ﾁｰﾑ 355人

(8) 成　　績

男　子　の　部

順　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

優　　勝 矢野クラブ 大谷　善之 鳥居　俊治 松永　俊彦 矢野　博志

一 準 優 勝 卓クラブA 後藤　憲治 野又　秀和 村本　篤史 矢野　隼人 成松　斎 成松　孝嗣

部 ３　　位 卓竜会Ａ 福田　耕介 渡辺　洋介 大谷　慎也 中司　潤

３　　位 ウィンベル 草場　登美男 廣重　勝典 相川　誠二 福田　大作 沢井　裕一

優　　勝 卓クラブB 山下　優介 品川　嵩翔 塚原　大和 深浦　裕之

二 準 優 勝 ROD 中生　啓介 津口　龍生 馬場　喬久 坂口　恭平 山下　悠 長野　友也

部 ３　　位 自由ヶ丘クラブA 百崎　雪夫 井上　学 有田　裕 三浦　辰彦

３　　位 自由ヶ丘クラブB 米田　善信 二宮　亮太 矢崎　大智 山本　光雄

優　　勝 福岡教育大学Ｂ 藤原　誉敏 本蔵　祐作 日浅　雄大 本郷　雅彦 木下　恭輔

三 準 優 勝 玄海ＰＣ 川畑　孝雄 中野　昌裕 八田　作雄 寺尾　憲彰
矢田　幸平 櫻田 裕貴 越智 友輔 天野 博史 中村　泰士 石松 裕久
深田　大雅 横尾 哲太 椎葉 文汰

３　　位 わくわくクラブＢ 力丸　保信 横瀬　盛隆 佐藤　達彦 野間　清

女　子　の　部

順　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

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

一 準 優 勝 赤間クラブ 岡本　亜希子 宗像　はる 武田　侑子 谷口　早紀

部 ３　　位 ウィンベル 境　丕子 井上　節子 槙山　正子 石井　久子

３　　位 自由ヶ丘クラブA 百崎　小夜子 矢崎　奈美子 松本　清香 坂口　奈美

優　　勝 ラリーメイトB 前田　久美子 新保　清子 権田　満理子 三浦　綾 中原　季菜

二 準 優 勝 光陵高校 岸田　紗矢香 今村　美樹 添田　友美 野又　綾香

部 ３　　位 樟クラブＡ 安部　春美 池浦　美佐 中野　久美子 横山　紀子

３　　位 樟クラブＢ 白水　ケイ子 田中　久子 久原　加代子 遠藤　清香

優　　勝 福間中学校Ａ 村山　綾 小川　萌子 江崎　千尋 大塚　ちひろ 井本　志保理 秋山　えりな

三 準 優 勝 古賀北中学校Ａ 山内　伶美 前屋　端貴 牛尾　朱里 富原　萌 木村　公美

部 ３　　位 古賀北中学校Ｃ 郡　舞 八尋　未奈 合田　明日香 成松　香織 平木　美優
古川　尚美 中本 ひかり 廣瀬 愛佳 大坂間 望 浦口　佳純 平塚 紫帆
山本　須実礼 立木 伶奈

部

３　　位 古賀北中学校Ｄ

中央中学校Ａ３　　位



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２０年３月９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・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　　　５２組（１０４人）

女子　　　５０組（１００人）

ミックス　８４組（１６８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 松尾　和明・宮崎　愛恵

一 準優勝 斉藤　哲也・岡本　亜紀子

部 三　位 多田　淳一・宮崎　寿美恵

三　位 浅川　優太・宮崎　志織

優　勝

二 準優勝

部 三　位

三　位

優　勝

三 準優勝

部 三　位

三　位

多田　淳一・浅川　優太

大谷　善之・平田　靖仁

矢野　博志・鳥居　俊治

廣重　勝典・福田　大作

日浅　雄大・高須　広喜

池田　文彦・津守　龍一

小野　誠・明利　和秀

井上　学・米田　善信

中島　雄介・青野　康平

大塚　雄祐・原中　翔吾

石川数矢・長谷川和樹

松永　悠平・野口　大雅

宮崎　綾子・宮崎　愛恵

宮崎　寿美恵・宮崎　志織

岡本　亜紀子・谷口　さき

藤田　ちひろ・矢野　美和

古賀　七子・田原　美恵子

中村　典子・高山　美保

加来　恭子・西田　亮子

猪立山千代子・長尾　いずみ

今村　美樹・岸田　紗矢香

中村　真美代・菅　舞子

前田　久美子・三浦　綾

庄山　志津子・中村　信子


