
福岡県卓球協会

野﨑 八千代 はっぴぃすまいる 大羽 さとみ ビギン 久保 けい子 ＳＴＥＰ21 吉村 美智恵 ＣＯＳＭＯＳ

原 裕子 はっぴぃすまいる 宮﨑 綾子 ビギン 前田 栄子 ＳＴＥＰ21 宮脇 サヨ子 古賀卓球

植木 理世 ブルーウェーブ

臼田 亜由美 香椎卓球クラブ

米倉 千景 福岡アルファ

矢崎 奈美子 クレア

野中 よしみ ピュアメイト

熊本 潮美 ピュアメイト

宮木 順子 はっぴいすまいる 緒方 海華 皆華クラブ 境 礼香 大和卓友 城島 葉子 パッション 中村 洋子 パワフル

阿部 直美 ブルーウェーブ 森 姫奈 森卓球塾 多田 由美 久留米ひまわり 岡本 幸恵 太宰府しらうめ 吉柳 美代子 パワフル

立石 雅 Ｆ．Ｔ．Ｃ 杉本 弓子 あすかクラブ 横井 裕子 パワフル 萩 ちか子 ＴＲＹ－Ｕ 大西 八重子 Ａ＆Ｂ

北原 由記子 ＭＴＯ 師岡 直美 Ｆ．Ｔ．Ｃ 寺敷 裕子 パワフル 宮地 彰子 ＴＲＹ－Ｕ 磯部 百合子 Ａ＆Ｂ

岡田 隆子 香椎卓球クラブ 塩田 由美子 Ｆ．Ｔ．Ｃ 金子 涼子 パワフル 古賀 和子 大野城まどか 船津 勝子 コスモス

山本 美帆 香椎卓球クラブ 高村 亜希子 Ｆ．Ｔ．Ｃ 久保田 智代香 パワフル 山崎 美智子 大野城まどか 白石 綾子 Ａ．Ｔ．Ｔ

吉野 法子 ソレイユ北九州 篠原 陽子 ＳＴＥＰ21 加門 桂子 夢現クラブ 平井 悦子 福岡卓球クラブ

柏木 祐衣 くわたクラブ 前田 加代子 ＳＴＥＰ21 藤野 清美 若葉クラブ 福川 廣美 福岡卓球クラブ
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第73回全九州卓球選手権大会（年齢別の部）女子ダブルス福岡県代表選考会結果

平成30年12月23日（土）　福岡市九電記念体育館

㉒女子Ａ（60～79） ㉓女子Ｂ（80～99） ㉔女子Ｃ（100～119） ㉕女子Ｄ（120～139） ㉖女子Ｅ（140～）
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推1

推2 大羽 さとみ ビギン

推3

推4 藤野 優美 若葉クラブ 境 礼香 大和卓友

推5 臼田 亜由美 香椎卓球クラブ 矢崎 奈美子 クレア 久保田 智代香 パワフル

推6 吉丸 宏美 まるクラブ 米倉 千景 福岡アルファ（40推2より50へ）

推7 小山 多美子 パワフル（40推8より50へ）

推8

1 森 姫奈 森卓球塾 緒方 海華 皆華クラブ 吉野 法子 ソレイユ北九州 前田 栄子 ＳＴＥＰ21

2 柏木 祐衣 くわたクラブ 宮木 順子 はっぴいすまいる 崎濱 しのぶ ブルーウェーブ 翁 淑美 久留米フレンド

3 岡田 隆子 香椎卓球クラブ 師岡 直美 Ｆ．Ｔ．Ｃ 尾上 由加里 ＪＡＭ 藤野 清美 若葉クラブ

4 原 裕子 はっぴいすまいる 矢野 ナオミ 古賀卓球 前田 加代子 ＳＴＥＰ21 日野 真由美 Ｏｎｅ　Ｈｅａｒｔ

5 植木 理世 ブルーウェーブ 鶴田 友香梨 ＪＡＭ 横井 裕子 パワフル 木高 久美子 大野城まどか

6 野﨑 八千代 はっぴいすまいる 江上 留美 久留米卓球愛好会 辻 裕子 Ｙ・Ｙクラブ 畠田 久美子 ブルーウェーブ

7 山本 美帆 香椎卓球クラブ 手嶋 友美 春日クラブ 野田 京子 ＪＡＭ 野村 栄子 上の原ＴＣ

8 北原 由記子 ＭＴＯ 吉住 直美 パワフル 多田 由美 久留米ひまわり 金子 涼子 パワフル

推1 宮脇 サヨ子 古賀卓球 久保 弘子 南卓クラブ

推2 森田 洋子 ユーアイクラブ 田中 淳美 ファーストクラブ

推3 田中 恵美子 ＴＲＹ－Ｕ 吉村 美智恵 ＣＯＳＭＯＳ 平野 トヨ子 城野クラブ

推4 原田 信子 城野クラブ（65推3より70へ）

推5 与田 俊子 博多ベテラン会 廣松 民子 有明ＴＣ

推6 植松 加代子 ＴＲＹ－Ｕ（60推8より65へ） 髙倉 弘美 香椎卓球クラブ ① 吉田 文江 アジサイ

推7 久保 けい子 ＳＴＥＰ21 愛甲 幸子 ユーアイクラブ（65推5より70へ） ② 谷口 千鶴子 友愛クラブ

推8 田中 理恵子 福岡アルファ 吉柳 美代子 パワフル ③ 金築 禮子 香椎卓球クラブ

1 熊本 潮美 ピュアメイト 髙橋 久子 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ 中村 洋子 パワフル ④ 木藤 美佐子 アイリスＴＣ

2 荒木 福代 ビギン 内山 淑子 ファイン 大西 八重子 Ａ＆Ｂ ⑤ 松尾 三江子 ソレイユ北九州

3 渡辺 幸子 愛球クラブ 加門 桂子 夢現クラブ 内田 佳子 皆華クラブ ⑥ 円城寺 スミ子 石田卓球クラブ

4 小田 美賀子 ＣＯＳＭＯＳ 白石 綾子 Ａ.Ｔ.Ｔ 船津 勝子 コスモス ⑦ 春田 治子 ブルーベル

5 磯部 百合子 Ａ＆Ｂ 槙山 正子 ピュアメイト 松栄 紀子 やよいクラブ ⑧ 上原 元子 福岡卓球クラブ

6 若菜 幸子 南卓クラブ 高松 眞澄 Ｕｎｉｔｙ 谷川 典子 やよいクラブ ⑨ 合田 亮子 こぶし

7 立石 りつ子 大野城まどか 平野 美佐子 ラブ・オール 上村 三恵子 やよいクラブ ⑩ 安光 美代子 友愛クラブ

8 伊藤 桃子 長丘卓球クラブ 野中 よしみ ピュアメイト 平井 悦子 福岡卓球クラブ

女子エイティ出場者（無制限）

⑮女子ハイセブンティ（75～79） ⑯女子エイティ（80～）

第73回全九州卓球選手権大会（年齢別の部）女子シングルス福岡県代表選考会結果

⑨女子サーティ（30代） ⑩女子フォーティ（40代） ⑪女子フィフティ（50代） ⑫女子ローシックスティ（60～64）

⑬女子ハイシックスティ（65～69） ⑭女子ローセブンティ（70～74）


