
（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３０年３月１１日（日）午前９時～午後３時００分

（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）

（６）参加対象 　　会員登録者

（７）参加人数 　　男子　　　　８７組（１７４人）

　　女子　　　　７１組（１４２人）

（８）成　　績

山下　琢摩 ・ 山下　太陽 岡本　亜紀子 ・ 野口　典子

一 毛利　晴道 ・ 園田　誉心 大森　祐子 ・ 池田　智子

村上　修平 ・ 手嶋　裕太 竹原　侑花 ・ 橋口　直美

部
吉玉　健人 ・ 岡　  大起 安倍　ひなの ・ 正岡　離子

仲光　章伍 ・ 丸尾　将司 田中　　星 ・ 長島　教子

二 松元　亮磨 ・ 中村　颯太 松永　竹美 ・ 原　　正子

中生　　学 ・ 中生　啓介 井土　比登美 ・ 長谷川　明美

部
橋本　勇夫 ・ 木村　隆志 大庭　啓子 ・ 松岡　明美

西岡　大誠 ・ 松元　郁親 濱田　遥見 ・ 赤星　早苗

三 　吉田 ・ 長谷川　和樹 中川　真優 ・ 松本　さくら

石川　数矢 ・ 粒崎　かずき 松瀬　愛佳 ・ 伊藤　　葵

部
辻野　友靖 ・ 冨田　勝義 井上　美智子 ・ 伊藤　美智子

(ＳＡＫＵＲＡ)

(城山中学校) (アトム)

(卓クラブ)

三　位
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宗像市ダブルス親善卓球大会成績結果
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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３０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 84ﾁｰﾑ 371人
男子団体戦 52ﾁｰﾑ 231人
　　一般会員 36ﾁｰﾑ 158人
　　中学会員 16ﾁｰﾑ 73人
女子団体戦 32ﾁｰﾑ 140人
　　一般会員 27ﾁｰﾑ 112人
　　中学会員 5ﾁｰﾑ 28人

（８）成　　績

チーム名
優　　勝 ラリーメイト 山口　政文 重松　真三起 伊藤　祐紀 梶山　誠志郎

一 準 優 勝 ＶＥＤＡ 山下　琢摩 福間　　一 広岡　幸司 高倉　大宗 藤松　　勇

部 ３　　位 藤井クラブＢ 北川　貴史 西郡　賀津成 福田　大作 藤井　翔太 二宮　亮太

３　　位 上の原ＴＣ 中村　誠 小楠　賢二 神里　大輔 伊藤　正之

優　　勝 ＡＫＡＴＳＵＫｉ Ａ 園田　芳久 白川　大介 中生　啓介 松元　章泰

二 準 優 勝 卓クラブＡ 岩田　　誠 辻野　友靖 田川　洋一 栗田　嘉広

部 ３　　位 卓クラブＢ 後藤　憲治 小野　　誠 渡部　卓志 出光　竜弘

３　　位 自由ヶ丘Ａ 百崎　雪夫 井上　正雄 井上　　学 栄　　郁寿

優　　勝 城西ヶ丘クラブ 渡辺　哲雄 松浦　喜美男 松本　秋義 白石　安生

三 準 優 勝 宗像卓愛 川畑　孝雄 広渡　知夫 松田　通昭 福山　忠男

部 ＳＡＫＵＲＡ（Ｂ） 原□　宣昭 岩男　賢明 松尾　隆雄 奥田　多太行

３　　位 城山中（Ｂ） 小山　隆磨 西岡　悠誠 井上　　怜 吉永　　翔 千田　基貴

チーム名
優　　勝 はっぴいすまいる 原　　裕子 宮木　順子 野崎　八千代 阿部　直美

一 準 優 勝 ラリーメイト 杉田　真美 池田　智子 岡本　亜紀子 大森　祐子

部 ３　　位 芦屋レディースＡ 杉山　悦子 江口　美智子 村上　照代 大森　陽子

３　　位 宗像卓愛 安部　八重子 赤木　房江 金重　美和 栗原　熙子

優　　勝 泉ヶ丘クラブ 荒木　福代 赤尾　真弓 久冨　久美子 田中　靖代

二 準 優 勝 平岡ＣＬＵＢ 勝原　恵子 永井　芳美 矢野　育子 梶原　早苗

部 ３　　位 すみれクラブ 松尾　志津子 井筒　やすよ 世良　禮子 東　　キヨ子

３　　位 トータス 永柄　道子 高橋　信子 藤田　レイ 金丸　淳子

優　　勝 福間中Ａ 近村　夏菜 福田　莉菜 井本　佳歩 永瀬　翔絵 川底　未歩 久保田　幸

三 準 優 勝 ＴＥＡＭ－Ｐ’ 奥野　鈴菜 島崎　彩加 川上　乃愛 原　　珠梨

部 ３　　位 ＡＫＡＭＡクラブ 中川　真優 松本　さくら 服部　希祐 藤島　理子

３　　位 すぎなＢ 田中　　星 菅原　直美 長島　教子 上野　奈美子

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30年1月13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 　　　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　 189人

　　　女子　　87人 合計　276人

（8）成　　績

順　　位

優　勝 松元　亮磨 城山中学校 岡本　心優 城山中学校

一 準優勝 中村　颯太 城山中学校 近村　夏菜 福間中学校

部 三　位 棚町　幸生 粕屋中学校 下條　美咲 粕屋中学校

三　位 河野　真輝 河東中学校 安倍　ひなの 新宮中学校

優　勝 鹿間　悠輝 粕屋中学校 山下　花鈴 粕屋中学校

二 準優勝 寺島　京佑 福間中学校 荻野　史香 中央中学校

部 三　位 水川　浩誠 中央中学校 安枝　このか 津屋崎中学校

三　位 渡邉　洋哉 福間中学校 竹松　明凛 遠賀南中学校

宗像市中学生親善卓球大会成績結果

男　　　子 女　　　子



（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29年12月10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 　　　一般男子　 107人

　　　一般女子　　48人

　　　シニア男子　59人

　　　シニア女子　50人 合計　264人

（8）成　　績

順　　位

優　勝 ダニエル 藤井クラブ 副島　春香 九州大学

一 準優勝 那須　大吾 藤井クラブ 蝶　　珠実 藤井クラブ

部 三　位 篠原　正太郎 こぞのえ卓球 大森　陽子 芦屋レディース

三　位 小田　史紀 藤井クラブ 米倉　千景 宗像卓愛

優　勝 吉村　匡弘 ラリーメイト 杉田　真美 ラリーメイト

二 準優勝 山本　龍聖 Ｒ－Ⅱ 石川　玖美子 ウィンベル

部 三　位 吉武　綾央 樟クラブ 渡辺　愛子 新宮町卓球部

三　位 中島　　聡 岡垣卓球クラブ 片山　芽衣 宗像高校

優　勝 石田　高広 ＴＥＡＭ－Ｐ’ 池浦　美佐 卓クラブ

三 準優勝 二宮　亮太 宗高クラブ 橋口　直美 大原卓球クラブ

部 三　位 末次　輝臣 Ｆｌａｐ 内山　真紀 宗像卓愛

三　位 小原　　涼 宗像高校 勝原　恵子 平岡クラブ

順　　位

優　勝 加藤　真利 永卓会 荒木　福代 泉ヶ丘クラブ

一 準優勝 井上　正雄 自由ヶ丘卓球クラブ 加来　恭子 イーグルス

部 三　位 村田　勝吉 岡垣卓球クラブ 赤星　早苗 イーグルス

三　位 高山　秀行 永卓会 世良　禮子 すみれクラブ

優　勝 野中　義晴 的場会 村上　照代 芦屋レディース

二 準優勝 小野　　誠 卓クラブ 中村　信子 ふきのとう

部 三　位 村上　三男 すぎな 梅本　昌代 ＳＡＫＵＲＡ

三　位 渡部　卓志 卓クラブ 松岡　明美 卓クラブ

優　勝 松尾　隆雄 ＳＡＫＵＲＡ 山名　律子 イーグルス

三 準優勝 佐多　芳夫 ミクスチャー 遠藤　清香 ＳＡＫＵＲＡ

部 三　位 森本　悦生 すぎな 菅原　直美 すぎな

三　位 河野　　功 自由ヶ丘卓球クラブ 田中　靖代 泉ヶ丘クラブ

女　　　子男　　　子

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



(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29年7月9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 　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 47ﾁｰﾑ 98人

　女子団体戦 43ﾁｰﾑ 94人

　合　　　計 90ﾁｰﾑ 192人

(8) 成　　績

男　子　の　部

順　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

優　　勝 スマイリィ 野瀬　俊一 緒方　拓也

一 準 優 勝 ブルーウェーブＡ 井野　泰弘 松下　　聡

部 ３　　位 直卓クラブＢ 井上　富士夫 奥田　新吾

３　　位 ラージメイトＡ 永石　　学 酒井　洋毅

優　　勝 卓クラブＢ 小野　　誠 梅津　英一郎

二 準 優 勝 博多いいとも会Ａ 山田　節美 中川　澄夫

部 ３　　位 サタデーズＡ 猪口　和男 畑中　一夫

３　　位 古賀卓球 篠崎　一彦 蝶　　和敏

優　　勝 玄海ＰＣ 白石　安生 中野　昌裕

三 準 優 勝 大野城单ラージ 岡部　晃二 大石　孝幸

部 ３　　位 熊さんクラブＡ 江上　照明 中村　知行

３　　位 宗像卓愛Ａ 川畑　孝雄 松田　通昭

女　子　の　部

順　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

優　　勝 ラージメイトＡ 永石　悦子 野口　典子

一 準 優 勝 春日クラブ 寺敷　裕子 安田　美奈子

部 ３　　位 ブルーウェーブＡ 畠田　久美子 崎濱　しのぶ

３　　位 嘉穂卓球クラブ 井桁　信子 大塚　清子

優　　勝 イーグルス 加来　恭子 清水　智子

二 準 優 勝 香椎卓球クラブ 高田　紀子 馬場　露子

部 ３　　位 城西ヶ丘Ａ 後藤　美智子 徳丸　信子

３　　位 樟クラブ 安部　春美 山口　奈津子

優　　勝 古賀卓球（イ） 岡田　寿賀子 大橋　浩子

三 準 優 勝 ＣＲＥＳＣ　小原 小原　恵美子 盆子原　美代子

部 ３　　位 スイトピーＢ 山田　保恵 園田　加代子 今鶴　美智子

３　　位 ＣＲＥＳＣ　篠原 篠原　知子 瀬口　早苗 石橋　喜美

第11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２９年６月２４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 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　２５チーム（１６０人）

女子　９チーム（５７人）　　　合計　３４チーム

(8) 成　　績

男　子　の　部
順位 チーム名 選　　　　手　　　　名

１　　　　部

優　勝 城山中学校Ａ 古田　裕介 江口　玲央 的場　泰樹 井本　佑斗 松元　亮磨 中村　颯太

準優勝 津屋崎中学校Ａ 大野　陸渡 中川　斗尊 安河内　伸竹 藤　　光一郎 山下　悠真 江嵜　大和 市山　廉真 枝尾　竜磨

３　位 河東中学校Ａ 津曲　優斗 山下　　亮 毛利　晴道 吉川　洸平 山本　健介 宮本　文斗

３　位 福間中学校Ａ 高尾　英寿 平井　啓斗 中村　勇翔 福薗　旭哉 玉澤　陽斗 豊村　響平

２　　　　部

優　勝 自由ヶ丘中学校Ａ 尾田　慎之輔 末吉　洸士朗 岩堀　将太郎 永野　　駿 ﾌﾞﾗｳﾝ 大夢 ｱｲｻﾞｯｸ 林　　　序

準優勝 福間中学校Ｄ 石尾　玲乃 田中　裕大 井上　真吾 岩下　晴希 小畑　歩夢 吉本　侑司

３　位 城山中学校Ｄ 川地　一輝 国本　理暉 内村　　翔 榊　　丈太郎 庄野　遙瑛 鬼丸　璃玖

３　位 津屋崎中学校Ｄ 平春　有翔 坂口　暢繁 毛利　颯太 安部　智就 吉田　直樹 野口　翔麻

女　子　の　部
順位 チーム名 選　　　　手　　　　名

１　　　　部

優　勝 福間中学校Ａ 安永　　愛 髙野　茉莉花 中村　美月 今林　美晴 久保田　幸 花田　果琳 光永　有希

準優勝 自由ヶ丘中学校Ａ 中村　文美 津本　侑凪 野口　歩乃花 原田　愛李 城元　優圭 三村　今日子

３　位 城山中学校Ａ 田島　凪紗 木下　鳳香 丸田　綺音 松本　　蒼 永坂　麻琴 岡本　心優

３　位 日の里中学校 吉武　春菜 藤川　かりん 吉武　妙珠希 永浜　成美 乗次　真衣 伊藤　詩織 大浴　優羽

２　　　　部

優　勝 自由ヶ丘中学校Ｂ 北原　萌衣 眞武　佐代美 原田　やよい 堀　　恭香 前山　美海 財津　麻梨奈

準優勝 福間中学校Ｃ 永瀬　翔絵 川底　未歩 矢山　友萌 篠原　聖晶 加来　真菜佳 永濱　小百合

３　位 中央中学校 竹下　あさひ 吉田　花奈子 福崎　彩乃 荻野　史香 須藤　梨湖 江口　いろは

（２１７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 平成29年6月18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 26 チーム

218 人

(8) 成　　績

選　　　　　手　　　　　名

松尾　信夫 松尾　龍之介 松尾　孝太郎 藤島　亮 岡本　亜希子 岡本　心優

池田　智子 大森　祐子

寺尾　憲彰 園田　幸子 山口　奈津子 田川　洋一 田篭　邦彦 園田　誉心

毛利　晴道 寺尾　美恵子 宮本　文斗

荒木　福代 安部　敏子 赤尾　真弓 向本　明子 仙場　謙次 古田　裕介

内藤　光貴 岩田　　誠

井上　正雄 村松　俊之 二宮　亮太 河野　智明 百崎　雪夫 百崎　小夜子

野口　歩乃花

山口　政文 阿蘇　五郎 白水　政数 松尾　隆雄 元村　弘美 白水　ケイ子

中山　富美子 植木　理世

西垣　敏 米田　正信 梛野　保幸 田島　洋 諸藤　裕二 野見山　玲子

原田　愛李 吉原　賢二 北原　萌衣

吉村　勝彦 中野　建次 白石　哲也 村田　昌利 大羽　さとみ 小田　喜代子

岩堀　将太郎 末吉　洸士郎 堀　恭香 原田　やよい

坪上　泰子 沖園　邦子 小田　みつえ 川手　保夫 原　広幸 新井田　孝

津本　有凪 中村　文美

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 池 野

3　　位 泉 ヶ 丘 1 丁 目

自由ヶ丘第三

3　　位 自由ヶ丘第一Ａ

Ｂ
　
ク
　
ラ
　
ス

優　　勝 東 郷 Ａ

準優勝 自由ヶ丘第一Ｃ

3　　位 青葉台 2丁目

3　　位



（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29年11月12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） ※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 （266人）

　　　女子団体戦 （201人）計

（8）成　　績

チーム名
優　　勝 増田ブラザーズ 増田　勇斗 野村　政太 戸次　勇人 大浦　哲平

Ａ 準 優 勝 藤井クラブＡ 那須　大吾 馬場　喬久 小田　史紀 佐々木　亮

級 ３　　位 ＴＥＡＭ－Ｐ’ 石田　高広 山内　達哉 有延　健志 酒井　洋毅

優　　勝 レペゼン鹿屋 樽水　　駿 篠原　正太郎 國武　領有 中浦　　翔

Ｂ 準 優 勝 福岡卓楽会 深松　英二 森田　裕之 多田　淳一 菅原　慎太郎

級 ３　　位 四天王Ａ 原田　浩希 松元　郁親 為近　　玄 西岡　大誠

３　　位 九州大学 江藤　優翼 谷口　琢紀 山内　宗治 戸田　成彦

優　　勝 ＳＵＭＩＲＥ（Ａ） 神里　大輔 平野　将真 小田　智明 江渕　　亨

Ｃ 準 優 勝 ＳＵＭＩＲＥ（Ｂ） 矢島　礼規 松崎　柊太 佐野　　翼 京光　一馬

級 ３　　位 卓クラブ（Ｂ） 田川　洋一 栗田　嘉広 辻野　友靖 成松　孝嗣

３　　位 高野豆腐（Ａ） 西嶋　大貴 村上　修平 手嶋　裕太 松尾　祐樹

チーム名
Ａ 優　　勝 九州大学 江口　佳那 副島　春香 中村　裕香 藤田　真由

Ｂ 準 優 勝 ラリーメイト 池田　智子 大羽　さとみ 岡本　亜紀子 大森　祐子

級 ３　　位 福岡教育大学 野﨑　美帆 居倉　由恵 井上　日向子 田頭　倫実 石田　　采

優　　勝 大原卓球クラブ 橋口　直美 芦谷　みどり 竹原　侑花 中津　伸子

Ｃ 準 優 勝 宗像中学 栗田　瑞希 永井　真衣 碇　　美咲 尾塚　早妃

級 ３　　位 古賀卓球（イ） 薄　　鈴子 関屋　篤子 松本　良子 加藤　静江

３　　位 イーグルス（Ｂ） 村田　洋子 千秋　清美 新門　弘子 山名　律子

女　子　の　部

順　　　位 選　　　　　手　　　　　名

第32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

65チーム

48チーム

　（合計467人）


