
ラージボール ＮＯ．１

　　　主　催　　福岡県ねんりんスポーツ・文化祭実行委員会

種目 種目

順位 氏　名 所属名 順位 氏　名 所属名

丸山 和則 森永 和子 うきはクラブ

國﨑 壮平 金子 明美 久留米フレンド

宇都宮 浩 楠  幸子

石橋 誠二 山田 久美香

砥上 隆興 有明ＴＣ 小濵 つる代 有明ＴＣ

江口 孝行 大川ＴＴＣ 塚原 紀子 rosemary

大坪 英夫 辻 千恵美

池末 輝美 豊福 悦子

種目 種目

1位 池末 輝美 久留米月曜会 1位 小濵 つる代 有明ＴＣ

2位 大坪 英夫 久留米月曜会 2位 森永 和子 うきはクラブ

3位 坪内 純一 紫ヶ丘クラブ 3位 山田 久美香 有明ＴＣ

3位 平田 一生 筑紫野同好会 3位 小山 ミユキ ファーストクラブ

種目 種目

1位 遠山 満 久留米卓球愛好会 1位 塚原 紀子 rosemary

2位 砥上 隆興 有明ＴＣ 2位 楠 幸子 有明ＴＣ

3位 丸山 和則 有明ＴＣ 3位 辻 千恵美 久留米卓球愛好会

3位 國﨑 壮平 有明ＴＣ 3位 金子 明美 久留米フレンド

種目

男子シングルス60～69歳 女子シングルス65～69・60～64（合併）

2位

3位

男子シングルス75歳以上・70～74（合併）

女子シングルス50～59歳

1位

3位

女子シングルス70歳以上

出場者なし

有明ＴＣ

女子ダブルス

久留米卓球愛好会3位 久留米月曜会

有明ＴＣ

南筑クラブ

1位

2位

　　　実施日　　平成３０年１０月１１日（木）　　　　場所　　みづま総合体育館

平成30年度　第18回 福岡県ねんりんスポーツ・文化祭 卓球交流大会

男子ダブルス

　南 部 地 区 予 選　

3位



硬　式 ＮＯ．２

種目 種目

順位 氏　名 所属名 順位 氏　名 所属名

古川 正章 堤  葉子

江口 敦生 中垣 眞理子

上野 雄一 中島 鈴江

桒野 敏由 寺松 ヨシ子

川口 正明 久留米卓球愛好会 樋口 チヅル

荻野 邦夫 三潴ＷＯＲＬＤ 鶴久 保子

田中 啓介 不知火卓球クラブ 下川 まゆみ

廣崎 和毅 三潴ＷＯＲＬＤ 吉田 文江

種目 種目

1位 荻野 邦夫 三潴ＷＯＲＬＤ 1位 鶴久 保子 久留米フレンド

2位 田中 啓介 不知火卓球クラブ 2位 中満 三枝子 不知火卓球クラブ

3位 上野 雄一 たくみ会 3位 吉田 文江 アジサイ

3位 廣崎 和毅 三潴ＷＯＲＬＤ 3位 寺松 ヨシ子 ＡＴさくら

種目 種目

1位 古川 正章 小郡クラブ 1位 堤  葉子 久留米卓球愛好会

2位 豊福 幹雄 久留米卓球愛好会 2位 樋口 チヅル 久留米フレンド

3位 永田 保信 ハッピー卓友 3位 中島 鈴江 ＡＴさくら

3位 有馬 純三 大川ＴＴＣ 3位 下川 まゆみ アジサイ

種目

1位 中垣 眞理子 久留米卓球愛好会

2位 秦 まゆみ 久留米フレンド

3位 秦 早苗 ＡＴさくら

男子シングルス60～69歳 女子シングルス65～69歳・60～64歳

女子シングルス50～59歳

3位 3位 アジサイ

男子シングルス75歳以上・70～74（合併） 女子シングルス70歳以上

2位 たくみ会 2位 ＡＴさくら

3位 3位 久留米フレンド

　南 部 地 区 予 選　

男子ダブルス 女子ダブルス

1位 小郡クラブ 1位 久留米卓球愛好会


