
ラージボール

　　　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

石橋 順一 井桁 信子

前原 照雄 大塚 清子

武田 倫明 池田 さとみ 博多いいとも会

阿蘇 五郎 今村 勢津子 粕屋スマッシュ

小石原 幸三 博多ベテラン会 田中 テイ子

柳川 均 Ｔ-ＲeＸ 築島 チエミ

砥上 隆興 有明ＴＣ 高橋 美由紀

江口 孝行 大川ＴＴＣ 前野 由佳

種目 種目

1位 坂本 昭 香椎球遊会 1位 小濵 つる代 有明ＴＣ

2位 田中 敏 築上町ＴＣ 2位 井桁 信子 安永卓球クラブ

3位 末永 一隆 ４４ＣＬＵＢ 3位 池田 さとみ 博多いいとも会

3位 工藤 賢明 八幡ラージボール 3位 浦田 豊子 八幡ラージボール

種目 種目

1位 太田 誠治 安永卓球クラブ 1位 大石 照美 カサブランカ

2位 松本 和也 香椎球遊会 2位 大塚 清子 安永卓球クラブ

3位 猪口 和男 サタデーズ大野城 3位 時永 清子 八幡ラージボール

3位 舩曳 静行 博多いいとも会 3位 藤本 美乃 ルピナス

種目 種目

1位 石橋 順一 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ 1位 今村 勢津子 粕屋スマッシュ

2位 遠山 満 久留米卓球愛好会 2位 森川 洋子 安永卓球クラブ

3位 柳川 均 Ｔ－Ｒｅｘ 3位 柴田 香祐子 サタデーズ大野城

3位 砥上 隆興 有明ＴＣ 3位 高田 紀子 香椎卓球クラブ

種目

1位 前野 由佳 安永卓球クラブ

2位 築島 チエミ ポプラ

3位 高橋 美由紀 安永卓球クラブ

3位 高次 昌子 飯塚卓球クラブ

女子シングルス50～59歳

Ｔ・Ｃｒｏｓｓ

安永卓球クラブ

安永卓球クラブ

男子シングルス60～69歳 女子シングルス60～64歳

男子シングルス70～74歳 女子シングルス65～69歳

2位 2位

女子シングルス70歳以上

ポプラ3位

3位

男子シングルス75歳以上

3位

3位

　　　実施日　　平成３０年１1月１５日（木）　　　　会場　　福岡市九電記念体育館

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

1位

男子ダブルス

　福　岡　県　大　会　

女子ダブルス

安永卓球クラブ1位



硬　式

種目 種目

順位 氏　名 所属名 順位 氏　名 所属名

江口 淳生 金子 涼子

古川 正章 原野 美紀

宮本 煌 木高 久美子

原田 正 玉腰 木綿子

朝枝 正昭 吉岡 佐都子

山根 健次 首藤 紀子

矢頭 義弘 大森 美文

橋田 健三 江頭 弘美

種目 種目

1位 石原 清次 ひびきクラブ 1位 水野 菊江 こぶし

2位 石橋 清 Ｔ-ＲeＸ 2位 髙橋 久子 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ

3位 寺尾 憲彰 玄海ＰＣ 3位 江上 友子 福岡アルファ

3位 田中 啓介 不知火卓球クラブ 3位 村山 和子 ピュア伊都

種目 種目

1位 原田 正 博多ベテラン会 1位 花田 眞理子 ＴＲＹ－Ｕ

2位 寺上 忍 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ 2位 小田 美賀子 ＣＯＳＭＯＳ

3位 朝枝 正昭 ＴＲＹ－Ｕ 3位 森田 洋子 ユーアイクラブ

3位 宮本 煌 博多ベテラン会 3位 拜郷 広子 ＣＯＳＭＯＳ

種目 種目

1位 橋田 健三 Ｙ・Ｙクラブ 1位 木高 久美子 大野城まどか

2位 矢頭 義弘 Ｙ・Ｙクラブ 2位 堤 葉子 久留米卓球愛好会

3位 古川 正章 小郡クラブ 3位 野村 栄子 上の原Ｔ.Ｃ

3位 小田 良和 永卓会 3位 藤野 清美 若葉クラブ

種目

1位 中垣 眞理子 久留米卓球愛好会

2位 原野 美紀 パワフル

3位 大森 陽子 芦屋レディース

3位 杉田 眞美 迷球会

男子シングルス70～74歳 女子シングルス65～69歳

男子シングルス60～69歳 女子シングルス60～64歳

女子シングルス50～59歳

3位 Ｙ・Ｙクラブ 3位 ユーアイクラブ

男子シングルス75歳以上 女子シングルス70歳以上

2位 博多ベテラン会 2位 大野城まどか

3位 ＴＲＹ－Ｕ 3位 ＭｅｒｒｙＭａｔｅ

　福　岡　県　大　会　

　　　実施日　　平成３０年１1月１４日（水）　　　　会場　　福岡市九電記念体育館

男子ダブルス 女子ダブルス

1位 小郡クラブ 1位 パワフル


