
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

山本 武佳 吉村 美智恵 ＣＯＳＭＯＳ

井上 史隆 宮脇 サヨ子 古賀卓球

釘本 一典 大野城ラージ 池田 さとみ 博多いいとも会

船越 育夫 ４４ＣＬＵＢ 今村 勢津子 粕屋スマッシュ

小石原 幸三 博多ベテラン会 岸 麻里 皆華クラブ

柳川 均 Ｔ-Ｒｅｘ 小原 恵美子 九陽

末永 一隆 ４４ＣＬＵＢ 平松 美智子 福岡中央ラージ

坂本 昭 香椎球遊会 柴田 香祐子 サタデーズ大野城

種目 種目

1位 末永 一隆 ４４ＣＬＵＢ 1位 吉村 美智恵 ＣＯＳＭＯＳ

2位 坂本 昭 香椎球遊会 2位 内田 佳子 皆華クラブ

3位 釘本 一典 大野城ラージ 3位 今川 国子 古賀卓球

3位 占部 文章 博多いいとも会

種目 種目

1位 小石原 幸三 博多ベテラン会 1位 小林 美津子 ふくふくクラブ

2位 寺上 忍 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ 2位 冨永 福子 愛球クラブ

3位 原田 正 博多ベテラン会 3位 池田 さとみ 博多いいとも会

3位 猪口 和男 サタデーズ大野城 3位 猪原 美美 香椎卓球クラブ

種目 種目

1位 山本 武佳 博多いいとも会 1位 宮脇 サヨ子 古賀卓球

2位 栗原 隆哉 チームＭＵＧＥＮ 2位 今村 勢津子 粕屋スマッシュ

3位 近藤 清二 福岡中央ラージ 3位 国沢 とし子 太宰府レディース

3位 柳川 均 Ｔ-Ｒｅｘ 3位 髙田 恵子 大野城ラージ

種目

1位 川添 潤子 大野城ラージ

2位 岸 麻里 皆華クラブ

3位 甲木 由美 大野城ラージ

2位

　　　実施日　　令和元年１０月１８日（金）　　　　会　場　　福岡市民体育館

令和元年度　第19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

　中 部 地 区 予 選　

女子ダブルス

女子シングルス50～59歳

3位

3位

博多いいとも会

2位

男子シングルス60～69歳 女子シングルス60～6９歳

男子シングルス70～74歳

3位

3位

男子シングルス75歳以上

女子シングルス70～74歳

女子シングルス75歳以上

1位



硬　式 ＮＯ．２

種目 種目

順位 氏　名 所属名 順位 氏　名 所属名

白水 敬次郎 金子 涼子

井手 雅輝 原野 美紀

石橋 清 Ｔ-Ｒｅｘ 有村 絹子

小南 容一 チームＵ．Ｉ 山口 裕子

永田 明男 日野 真由美

小島 一男 野路 美子

石原 清次 ひびきクラブ 磯部 百合子

廣渡 知夫 博多ベテラン会 道越 啓子

種目 種目

1位 宮本 煌 博多ベテラン会 野田 京子

2位 廣渡 知夫 博多ベテラン会 波多江みゆき

3位 石橋 清 Ｔ-Ｒｅｘ 木高 久美子

3位 石原 清次 ひびきクラブ 玉腰 木綿子

種目 城島 葉子

1位 石橋 順一 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ 家永 えり子

2位 白水 敬次郎 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ 大森 美文

3位 小南 容一 チームＵ．Ｉ 江頭 弘美

3位 石見 邦敏 チーム我流 種目

種目 1位 中村 洋子 パワフル

1位 伊東 隆則 ももちスイング 2位 吉柳 美代子 パワフル

2位 佐々木 秀夫 昴 3位 髙倉 弘美 香椎卓球クラブ

3位 井手 雅輝 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ 3位 福嶋 郁子 マリーゴールド

3位 堅田 裕司 Ｔ-ＲｅＸ 種目

1位 磯部 百合子 Ａ＆Ｂ

2位 馬場 まゆみ Ｔ・Ｃｒｏｓｓ

3位 辻 マサ子 ＣＯＳＭＯＳ

3位 水野 菊江 Ｋ２

種目 種目

1位 野路 美子 Ｏｎｅ Ｈｅａｒｔ 1位 木高 久美子 大野城まどか

2位 野田 京子 ＪＡＭ 2位 藤野 清美 若葉クラブ

3位 原野 美紀 パワフル 3位 城島 葉子 パッション

3位 玉腰 木綿子 大野城まどか 3位 森田 洋子 ユーアイクラブ

女子シングルス75歳以上

女子シングルス70～74歳

女子シングルス60～69歳女子シングルス50～59歳

男子シングルス60～69歳

3位 ユーアイクラブ

1位 ＪＡＭ

2位 大野城まどか

男子シングルス70～74歳
3位 パッション

3位 3位 Ａ＆Ｂ

男子シングルス75歳以上 女子ダブルス・Ｂブロック

2位 2位 ＡＬＬ ＳＰＩＮ

3位 Ｔ-Ｒｅｘ 3位 Ｏｎｅ Ｈｅａｒｔ

　中 部 地 区 予 選　

男子ダブルス 女子ダブルス・Ａブロック

1位 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ 1位 パワフル


