
（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２６年５月１８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 95人 11人

28人 2人

53人

40人 合計 229人

（８）成　　績

順　　位 男　　子　　の　　部 女　　子　　の　　部

優　勝 田野　義和 崎濱　しのぶ ﾌﾞﾙｰｳｪｰﾌﾞ

一 準優勝 井野　泰弘 ﾌﾞﾙｰｳｪｰﾌﾞ 米倉　千景 宗像卓愛

部 三　位 石田　高広 ﾌﾞﾙｰｳｪｰﾌﾞ 江藤　美由紀 pin-ponくらぶ

三　位 芦田　泰三 ｳｨﾝﾍﾞﾙ 大羽　さとみ 青葉台ｸﾗﾌﾞ

優　勝 中村　洋一 ｽｶｲﾌﾞﾙｰ 地頭薗　愛 ﾁｰﾑFUM

二 準優勝 伊達　瞭 ﾁｰﾑFUM 越智　真由美 卓ｸﾗﾌﾞ

部 三　位 木下　純 pin-ponくらぶ 池浦　美佐 卓ｸﾗﾌﾞ

三　位 三重　岳 ﾁｰﾑFUM 中村　美優 古賀中学校

優　勝 今村　勇介 KURA 中山　孝子 pin-ponくらぶ

三 準優勝 久重路　司 ﾐｯｸｽﾁｬｰ 福家　成美 ﾁｰﾑFUM

部 三　位 杉谷　葵 宗高OB 河村　智子 そｸﾗﾃす

三　位 嵩　昭典 ﾐｯｸｽﾁｬｰ 村田　美子 自由ヶ丘卓球ｸﾗﾌﾞ

順　　位 男　　子　　の　　部 女　　子　　の　　部

優　勝 渡辺　哲雄 城西ヶ丘ｸﾗﾌﾞ 増永　ます代 球遊会

一 準優勝 原　廣隆 球遊会 桐野　えり子 泉ヶ丘ｸﾗﾌﾞ

部 三　位 野中　義晴 的場会 赤木　房江 宗像卓愛

三　位 三日市　浩志 新宮町卓球部 吉村　貞子 MTTC

優　勝 草場　登美男 ｳｨﾝﾍﾞﾙ 鮫島　幸子 ｲｰｸﾞﾙｽ

二 準優勝 吉原　賢二 自由ヶ丘卓球ｸﾗﾌﾞ 植村　美津子 ソレイユ北九州

部 三　位 毛利　司 永犬丸ｸﾗﾌﾞ 大下　和子 ｱﾄﾑ

三　位 打越　隆美 樟ｸﾗﾌﾞ 山口　和子 花みずき

シニアの部

宗像市春季卓球大会成績結果
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(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２６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) 参加人数 　 男子　１５チーム（１００人）

女子　１５チーム（１０９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 古賀北中Ａ 村田　隼人 吉田　晃喜 藤井　大志 青谷　拓朗 中村　勇輝 植田　光

準優勝 河東中Ａ 久保田　智也 坂口　海南人 佐々木　悠太 山田　一樹 梶田　航生 黒木　康平

３　位 福間中Ｂ 池田　開 白銀　寛司 川底　俊太 大迫　賢太 江口　雄将 浅利　将人

３　位 古賀中 宮本　拓哉 多田　常真 渋田　憲吾 長﨑　秀斗 中野　星斗 原田　光輝 伊藤　駿

２　　　　部

優　勝 古賀北中Ｄ 岡部　大地 岡部　聡史朗 田中　健太郎 柳澤　孝紀 榊原　快 高尾　快晴 植仲　真悟

準優勝 河東中校Ｂ 石井　健太 谷合　拓海 田中　樹 麻生　竜成 松嶋　太輝 横幕　佑季

江口　郁弥 志賀　公亮 壇　　直澄 松下宗一朗 今西　彪登 和田　大輝 花田　海斗 牛島　理玖
砂月　龍斗

３　位 福間中Ｄ 安藤　裕成 副山　俊輔 景山　雄太 横川　太一 春若　洋紀 逆瀬川　優馬

女　子　の　部
順位 チーム名 選　　　　手　　　　名

１　　　　部

優　勝 古賀中Ａ 杉原　碧 中村　美優 松田　香純 光澤　知花 新谷　萌

原田　怜奈 大内田　京菜 尾造　萌美 金内　凛 藤原　愛海 岩嵜　菜々美 井上　遥香 尾田　美南
東　天光

３　位 城山中Ｂ 渕上　友理奈 西本　彩花 能勢　みなみ 保本　実咲 髙橋　暖香 竹田　充佑 田村　わかな

３　位 城山中Ａ 窪田　彩乃 石飛　虹彩 白武　希深 川端　美和 堺　　彩夏 栗田　菜央

２　　　　部

優　勝 古賀中Ｂ 藤村　空 牛島　里奈 源川　礼菜 常岡　七海 村岡　恵

井浦　響子 内門　柚香 阿志谷　璃央 宮上　萌 江頭　紀保 江頭　雪乃 水野　沙来帆 佐藤　優里奈
立木　真央 武田　彩瑛

３　位 遠賀南中Ｂ 田代　理恵子 西村　優樹乃 竹松光　凛 二宮　実佐妃 原田　華子 俣田　奈月 毛利　彩香 長谷田　七海

３　位 遠賀南中Ａ 野口　彩華 両羽　美菜代 白石　みづ葉 冨増　さくら 川村　梨々香

古賀北中Ａ準優勝

（２０９人）

宗像市中学生卓球大会成績結果

城山中Ｂ３　位

新宮中Ａ準優勝



(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２６年６月２２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 26 チーム

204 人

(8) 成　　績

選　　　　　手　　　　　名

後藤　憲治 栗田　嘉広 宮島　英輔 前川　睦子 今西　ひろ子 瓜生　絵巳子

栗田　菜央

白石　安生 高山　優徳 原口　宣昭 広重　勝典 宮脇　一博 石井　久子

後藤　美智子 横山　紀子

石田　義人 木村　隆志 太田尾　文雄 岡本　優志 岩本　ｹﾝﾀﾛｳ 在間　ﾘﾖｳ

安部　春美 岡本　亜希子 村山　礼春

片山　弘毅 高嶋　勝海 村本　篤史 吉開　タミ子 永嶋　百合江 楠本　和子

越智　真由美 野口　典子

荒木　福代 安部　敏子 向本　明子 赤尾　真弓 仙場　謙次 赤尾　一繁

岩田　誠

井上　政広 石橋　靖子 遠藤　清香 久冨　久美子 権田　勝 林　義雄

立川　和子

永松　俊夫 諸藤　祐二 福嶋　敏夫 中島　道子 野見山　玲子 村田　美子

沖園　邦子

梶原　圭太 松元　竜馬 栗田　美津子 中野　久美子 福永　たえ子 横関　郁子

井土　比登美

自由ヶ丘第一Ｂ

３　　位

３　　位

田 久

南 郷

宗像市民地域交流卓球大会成績結果
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順　　　位 チーム名

大 谷

３　　位

Ｋ Ａ Ｔ Ｏ － Ａ

赤 間 西

３　　位

泉 ヶ 丘 １ 丁 目

日 の 里 ３ 丁 目準優勝

優　　勝

優　　勝

準優勝



(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２６年７月２０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 37ﾁｰﾑ 77人

　女子団体戦 34ﾁｰﾑ 75人

　合　　　計 71ﾁｰﾑ 152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 ラージメイトＣ 永石　学 酒井　洋毅

部 ３　　位 ラージメイトＤ 酒井　一洋 福間　一

３　　位 矢野クラブ 矢野　博志 大谷　善之

優　　勝 宗像卓愛Ｄ 馬場　喬久 小田　史紀

二 準 優 勝 卓クラブ 小野　誠 井上　学

部 ３　　位 古賀ラージ愛好会 篠崎　一彦 宮本　登

３　　位 さざんか球友 中山　賢一郎 田中　邦寿

優　　勝 鳥栖めじろクラブ 松隈　保文 古賀　利昭

三 準 優 勝 宗像卓愛Ａ 広渡　知夫 松田　通昭

部 ３　　位 宗像卓愛Ｂ 田邉　広志 占部　文章

３　　位 泉ヶ丘クラブ 仙場　謙次 船津　康孝

女　子　の　部

順　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

優　　勝 シャッフル 関谷　豊子 船津　美由紀 森田　直美

一 準 優 勝 Ｔ.Ｃross 城島　葉子 髙橋　久子

部 ３　　位 スマイリィ（Ａ） 加門　桂子 大坪　みち子

３　　位 春日クラブ 寺敷　裕子 安田　美奈子

優　　勝 愛球クラブ（ロ） 光島　典世 冨永　福子

二 準 優 勝 ケ・セラ（イ） 松本　茂子 丸野　京子

部 ３　　位 大野城東ラージ 猪口　睦 深町　恵子

３　　位 ＭＴＴＣ 吉村　貞子 荒牧　房子

優　　勝 古賀卓球Ｂ 岡田　寿賀子 大橋　浩子

三 準 優 勝 マンデーズ 小園　登志美 高木　広美

部 ３　　位 花みずき 中津　信子 木屋　洋子

３　　位 大蔵クラブＡ 伊美　真澄 定平　京子

第８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２６年８月３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 52 チーム

231 人

(8) 成　　績

順　　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

優　　勝 須恵クラブ 新井　優希 澤岻　尚幸 戸上　凌 石澤　江美 石澤　楓

一 準 優 勝 宗像卓愛Ｂ 多田　淳一 小鉢　将也 宮﨑　志織 宮﨑　愛恵

部 ３　　位 ブルーウェーブＢ 石田　高広 大野　政志 中野　智子 大野　佳織

３　　位 ブルーウェーブＡ 井野　泰弘 増岡　勇平 畠田　久美子 崎濱　しのぶ

優　　勝 pimn-ponくらぶ 武田　博行 円城寺　貴浩 江藤　美由紀 中山　孝子

二 準 優 勝 グレープフルーツＢ 福原　哲敏 中園　紀明 岡　ゆかり 永利　裕子 中園　美詠子

部 ３　　位 卓クラブＡ 後藤　憲治 越智　友輔 越智　妙子 浜之上　佳文 小野　誠

３　　位 卓クラブＢ 田川　洋一 辻野　友靖 冨田　勝義 池浦　美佐 越智　真由美

優　　勝 宗像卓愛Ｅ 松田　通昭 広渡　知夫 赤木　房江 栗原　熙子

三 準 優 勝 樟クラブ（ロ） 元村　弘美 太田尾　文雄 松尾　志津子 平井　順子

部 宗像卓愛Ｈ 江崎　清治 檀　義行 井上　カツミ 山本　節子

３　　位 ブルーウェーブＣ 白福　浩行 上原　宏史 梶谷　八重子 花原　恵美子

３　　位

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２６年８月３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 52 チーム

231 人

(8) 成　　績

順　　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

優　　勝 須恵クラブ 新井　優希 澤岻　尚幸 戸上　凌 石澤　江美 石澤　楓

一 準 優 勝 宗像卓愛Ｂ 多田　淳一 小鉢　将也 宮﨑　志織 宮﨑　愛恵

部 ３　　位 ブルーウェーブＢ 石田　高広 大野　政志 中野　智子 大野　佳織

３　　位 ブルーウェーブＡ 井野　泰弘 増岡　勇平 畠田　久美子 崎濱　しのぶ

優　　勝 pimn-ponくらぶ 武田　博行 円城寺　貴浩 江藤　美由紀 中山　孝子

二 準 優 勝 グレープフルーツＢ 福原　哲敏 中園　紀明 岡　ゆかり 永利　裕子 中園　美詠子

部 ３　　位 卓クラブＡ 後藤　憲治 越智　友輔 越智　妙子 浜之上　佳文 小野　誠

３　　位 卓クラブＢ 田川　洋一 辻野　友靖 冨田　勝義 池浦　美佐 越智　真由美

優　　勝 宗像卓愛Ｅ 松田　通昭 広渡　知夫 赤木　房江 栗原　熙子

三 準 優 勝 樟クラブ（ロ） 元村　弘美 太田尾　文雄 松尾　志津子 平井　順子

部 宗像卓愛Ｈ 江崎　清治 檀　義行 井上　カツミ 山本　節子

３　　位 ブルーウェーブＣ 白福　浩行 上原　宏史 梶谷　八重子 花原　恵美子

３　　位

宗像市夏季卓球大会成績結果



（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２６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 （247人） 　　（472人）

　　　女子団体戦 （225人）計

（８）成　　績

チーム名
優　　勝 九産大Ａ 柚木　孝二郎 戸次　勇人 深川　俊志 野村　政太

Ａ 準 優 勝 香椎卓球ｸﾗﾌﾞＡ 筧　元太郎 田中　智基 荒津　伸次 松原　真

級 ３　　位 須恵ｸﾗﾌﾞＡ 澤岻　尚之 大谷　慎也 柏　康孝 戸上　凌 石澤　博昭 松本　光

３　　位 ｳｨﾝﾍﾞﾙ 芦田　泰三 原田　裕太 田添　竜二 磯部　真吾

優　　勝 FﾌﾚﾝｽﾞＡ 園田　芳久 白川　大介 草原　徹 永吉　景太

Ｂ 準 優 勝 卓拓会 高橋　伸治 津々浦　祐介 岡島　明祐 瀧北　久敏

級 ３　　位 KSUｸﾗﾌﾞＢ 岩井　良磨 小早川　翔馬 白石　亘成 鶴田　将大

３　　位 的場会 大田　勉 高柳　康男 森田　裕之 野中　義晴

優　　勝 R-Ⅱ(Ｂ) 長野　峻貴 明神　宏文 池永　康幸 南立　拓矢

Ｃ 準 優 勝 福岡卓楽会 深松　英二 重松　敬一 中島　聡 菅原　慎太郎

級 ３　　位 卓深会 増田　伸治 井上　和彦 大渕　義弘 山部　泰博

３　　位 山大ﾌｨﾌﾃｨ 友納　恵二 中村　知行 藤原　鉄郎 太田　実

チーム名
優　　勝 青葉台ｸﾗﾌﾞ 池田　智子 植木　理世 大森　祐子 大羽　さとみ

Ａ 準 優 勝 STEP21 久保　けい子 篠原　陽子 前田　栄子 堤　葉子

級 ３　　位 TEAM-P'(Ａ) 松尾　咲良 石原　綾佳 片山　雅株 井上　桃花

３　　位 上の原TC 野村　栄子 笠原　範子 小楠　和恵 小楠　知美

優　　勝 芦屋ﾚﾃﾞｨｰｽ 杉山　悦子 二村　順子 大森　陽子 牛嶋　洋子

Ｂ 準 優 勝 川田卓球ｸﾗﾌﾞ 中村　羽衣 橋本　朔来 猪上　菜津美 中村　羽花

級 ３　　位 古賀卓球Ａ 宮脇　サヨ子 安河内　香織 渡辺　洋子 蜷川　イツ子

３　　位 樟ｸﾗﾌﾞ(イ) 安部　春美 野口　典子 松尾　志津子 平井　順子

優　　勝 ｲｰｸﾞﾙｽＡ 川村　晴子 船本　冨美枝 鮫島　幸子 千秋　清美

Ｃ 準 優 勝 霞ｸﾗﾌﾞ 前川　睦子 伊藤　由記子 徳丸　信子 徳丸　典子

級 ３　　位 古賀卓球Ｃ 岡田　寿賀子 大橋　浩子 北川　径子 仁賀田　道子

３　　位 自由ヶ丘 野見山　玲子 中島　道子 西原　敦子 村田　美子

女　子　の　部

順　　　位 選　　　　　手　　　　　名

第２９回宗像市近隣市町村交流卓球大会成績結果

113チーム

男　子　の　部

選　　　　　手　　　　　名順　　　位

58チーム

55チーム



（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２６年９月２８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 33ﾁｰﾑ 207人

（８）成　　績

チーム名

馬場 喬久 小田 史紀 中村　洋一 米倉　千景 乾　由紀子 才木　光代

一 酒井　一洋 吉村　匡弘 伊藤　祐紀 池田　智子 大羽　さとみ 大森　祐子

部 矢野　隼人 岩里　洸介 植木　雄哉 中村　真美代 中尾　幸 橋本　理美

小森田　勇太 大谷　善之 阿部 友輝 安部　八重子 赤木　房江 栗原　熙子

後藤　憲治 岩田　誠 田川　洋一 浜之上　佳文 西田　亮子 越智　妙子

品川　嵩翔

二 本多　飛将 木原　卓哉 福家　成美 岡　大起 地頭薗　愛 安部　琴乃

部 渡辺　哲雄 白石　安生 田中　丈夫 古川　裕子 山下　なつえ 福嶋　千恵子

北川　貴史 上原　忠 豊澤　勝弘 井上　カツミ 小宮　之子 山本　節子

吉原　賢二 諸藤　裕二 野見山　玲子 中島　道子 西原　敦子 西垣　敏

三 為近　玄 柴田　琉歌 原田　浩希 服部　百伽 宇野　蓮 池田　琴菜

部 長谷川 千代菊 森山　京子 梅山　芳美 稲尾　泰博 立石　晃彦 永田　政信

沖田　卓雄

中野　和人 天野　英敏 新居田　孝 川畑　孝雄 的場　園子 大庭　啓子

吉武　明美 吉開　タミ子 加藤　征義 加藤　沙恵子
３　位 わくわくクラブ

優　勝 自 由 ヶ 丘 Ｂ

準優勝 自 由 ヶ 丘 中 Ａ

３　位 東 箱 崎

準優勝

３　位 宗 像 卓 愛 Ｄ

優　勝 卓 ク ラ ブ Ａ

準優勝 Ｆ Ｕ Ｍ （ Ａ ）

３　位 城 西 ヶ 丘 Ａ

ラ リ ー メ イ ト

３　位 Ｉ Ｍ Ｏ 九 大

３　位 宗 像 卓 愛 Ｂ

宗像市秋季卓球大会成績結果

順　　位 選　　　手　　　名

優　勝 宗 像 卓 愛 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２６年１２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、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　１５０人 中学男子　　８５人

　　　一般女子　　３９人 中学女子　　４９人

　　　シニア男子　５６人

　　　シニア女子　７２人 合計　４５１人

（８）成　　績

順　　位

優　勝 宮﨑　竜馬 R-Ⅱ 大羽　さとみ 青葉台ｸﾗﾌﾞ

一 準優勝 斉藤　哲也 VEDA 小楠　知美 上の原TC

部 三　位 芦田　泰三 ｳｨﾝﾍﾞﾙ 江藤　美由紀 pin-ponくらぶ

三　位 福間　一 VEDA 石川　玖美子 ｳｨﾝﾍﾞﾙ

優　勝 馬場 喬久 KSUｸﾗﾌﾞ 山口　奈津子 玄海PC

二 準優勝 中村　洋一 ｽｶｲﾌﾞﾙｰ 有田　彩香 ﾌﾞﾙｰｳｪｰﾌﾞ

部 三　位 小田 史紀 KSUｸﾗﾌﾞ 相良　菜央 卓ｸﾗﾌﾞ

三　位 大森　泰裕 九州産業大学 新保　清子 ﾗﾘｰﾒｲﾄ

優　勝 都留　伸哉 BLITZ 内田　悠奈 卓ｸﾗﾌﾞ

三 準優勝 内山　慎一 BLITZ 青木　あや 卓ｸﾗﾌﾞ

部 三　位 二宮　亮太 宗高OB 冨田　由紀子 卓ｸﾗﾌﾞ

三　位 上床　直史 Fﾌﾚﾝｽﾞ 船越　千鶴代 椎の木

順　　位

優　勝 加藤　英利 永卓会 末松　照美 球遊会

一 準優勝 後藤　憲治 卓ｸﾗﾌﾞ 植村　美津子 ソレイユ北九州

部 三　位 小野　誠 卓ｸﾗﾌﾞ 石井　久子 ｳｨﾝﾍﾞﾙ

三　位 渡辺　哲雄 城西ヶ丘ｸﾗﾌﾞ 山口　愛子 球遊会

優　勝 川畑　孝雄 わくわくｸﾗﾌﾞ 永井　芳美 平岡CLUB

二 準優勝 田邉　広志 宗像卓愛 後藤　美智子 城西ヶ丘ｸﾗﾌﾞ

部 三　位 諸藤　裕二 自由ヶ丘卓球ｸﾗﾌﾞ 加藤　洋子 宗像卓愛

三　位 江崎　清治 宗像卓愛 北島　こずえ 城西ヶ丘ｸﾗﾌﾞ

宗像市長杯親善卓球大会成績結果

一般の部

男　　　子

シニアの部

女　　　子

女　　　子男　　　子



順　　位

優　勝 稲富　幸汰 TEAM-P' 久保　郁実 福間中学校

一 準優勝 長崎　泰知 古賀中学校 尾川　琴音 津屋崎中学校

部 三　位 新　翔太 城山中学校 丸田　純鈴 城山中学校

三　位 砂月　龍斗 城山中学校 栗田　菜央 城山中学校

優　勝 横川　太一 福間中学校 高野　瑛理香 福間中学校

二 準優勝 和田　大輝 城山中学校 世古　めぐみ 福間中学校

部 三　位 堀内　優希 福間中学校 林田　奈々花 古賀中学校

三　位 藤原　幸大 城山中学校 牛島　佑奈 古賀中学校

男　　　子 女　　　子

中学の部



（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２月１５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 84ﾁｰﾑ 358人
男子団体戦 57ﾁｰﾑ 245人
　　一般会員 52ﾁｰﾑ 217人
　　中学会員 5ﾁｰﾑ 28人
女子団体戦 27ﾁｰﾑ 113人
　　一般会員 27ﾁｰﾑ 113人
　　中学会員 ﾁｰﾑ 人

（８）成　　績

チーム名

優　　勝 九州産業大学Ｂ 柚木　孝二郎 猪口　瑞貴 庄島　学 荒津　伸次

一 準 優 勝 Ｒ－Ⅱ（Ａ） 髙島　龍太朗 宮﨑　竜馬 熊谷　樹 手島　凌

部 ３　　位 ウィンベル（い） 芦田　泰三 江口　成夢 田添　竜二 磯部　慎吾

３　　位 九州大学Ａ 濱田　翔馬 平田　真之 山口　大貴 太田　拓也

優　　勝 ＫＳＵクラブＡ 樋口 純 馬場 喬久 阿部 友輝 小田 史紀

二 準 優 勝 宗像卓愛Ａ 西田　研輔 松尾　和明 市川　隆太郎 松本　健志 亀岡　拓矢

部 ３　　位 エルム 須古　孝幸 三浦  理図務 前田  慎一 中園　岳 幸村  雄二 後藤　勇

３　　位 九州大学Ｂ 小山　智紀 山内　宗治 戸田　成彦 谷口　琢紀

優　　勝 卓クラブＡ 小野　誠 田川　洋一 岩田　誠 越智　友輔

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

部 ＫＳＵクラブＢ 中　晃平 岩井　良磨 小早川　翔馬 中尾　将吾

３　　位 卓深会 増田　伸治 大渕　義弘 山部　泰博 蝶　和敏 井上　和彦

チーム名

優　　勝 ラリーメイト 池田　智子 大羽　さとみ 杉田　真美 大森　祐子

一 準 優 勝 宗像卓愛Ａ 宮﨑　綾子 宮﨑　寿美恵 宮﨑　志織 宮﨑　愛恵

部 ３　　位 TEAM-P'（Ａ） 松尾　咲良 石原　綾佳 片山　雅珠 井上　桃花

３　　位 TEAM-P'（Ｂ） 酒井　満理子 酒井　薫 名嶋　優 中原　季菜

優　　勝 pin-ponくらぶ 江藤　美由紀 中山　孝子 伊藤　路子 中野　智恵美 松井　美穂

二 準 優 勝 アトム 原　正子 福永　靖子 瓜生　栄子 立川　和子

部 ３　　位 卓クラブ 冨田　由紀子 越智　妙子 石井　久子 越智　真由美

３　　位 宗像卓愛Ｄ 井上　カツミ 小宮　之子 森田　芳美 山本　節子

優　　勝 花みずき 中津　信子 谷口　温子 藤永　芳子 松尾　まり子

三 準 優 勝 自由ヶ丘Ｄ 手嶋　育美 熊谷　ひろ子 大山　憲子 加来　恭子

部 ３　　位 宗像卓愛Ｃ 衛藤　和美 船越　千鶴代 金重　美和 内山　真紀

３　　位 樟クラブＢ 横関　郁子 高岡　房子 石田　早苗 梅本　昌代

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２７年３月１５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　　　　７７組（１５４人）

　　女子　　　　５７組（１１４人）

　　混合　　　　７９組（１５８人）　

（８）成　　績

混合ダブルス

荒津　伸次 ・ 柚木　孝二郎 池田　智子 ・ 大羽　さとみ 小鉢　将也 ・ 宮﨑　鈴菜

一 小鉢　将也 ・ 戸次　勇人 米倉　千景 ・ 宮﨑　鈴菜 柚木　孝二郎 ・ 宮﨑　志織

斉藤　哲也 ・ 山下　琢摩 宮﨑　寿美恵 ・ 宮﨑　志織 吉村　匡弘 ・ 大羽　さとみ

部
江藤　遼 ・ 池口　健太 永石　悦子 ・ 大森　祐子 斉藤　哲也 ・ 岡本　亜紀子

田川　晃輔 ・ 井上　亮 野口　典子 ・ 松尾　志津子

二 中村　誠 ・ 加藤　真利 川村　晴子 ・ 船本　冨美枝

上原　忠 ・ 松本　健志 内山　真紀 ・ 金重　美和

部
田中　丈夫 ・ 松本　秋義 新保　清子 ・ 笠原　範子

宇野　蓮 ・ 為近　玄 冨田　由紀子 ・ 越智　真由美

三 寺尾　憲彰 ・ 林　義雄 伊藤　路子 ・ 中野　智恵美

稲尾　泰博 ・ 立石　晃彦 的場　園子 ・ 大庭　啓子

部
田川　洋一 ・ 出光　竜弘 占部　啓子 ・ 衛藤　和美

(宗像卓愛)

(ｲｰｸﾞﾙｽ) (ｲｰｸﾞﾙｽ)

(城西ヶ丘ｸﾗﾌﾞ) (ﾗﾘｰﾒｲﾄ)

三　位

準優勝

(自由ヶ丘中学校)優　勝

(宗像卓愛)

三　位 (卓ｸﾗﾌﾞ) (宗像卓愛)

準優勝

(東箱崎) (わくわくｸﾗﾌﾞ)

(pin-ponくらぶ)

三　位

(玄海PC)

(卓ｸﾗﾌﾞ)

三　位

優　勝

宗像市ダブルス親善卓球大会成績結果

(ﾗﾘｰﾒｲﾄ)

女子ダブルス男子ダブルス

(九州産業大学)

順　　位

(九州産業大学)

(H.Mｸﾗﾌﾞ)

(ﾗﾘｰﾒｲﾄ)

優　勝

(VEDA)

(樟ｸﾗﾌﾞ)

三　位

(九州産業大学)

(赤間ｸﾗﾌﾞ)

(宗像卓愛)準優勝 (宗像卓愛)

(宗像卓愛)

(てぃーむ・てぃ)

(ﾗﾘｰﾒｲﾄ)三　位
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