
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

　　　実施日　　令和元年１０月３日（木）　　会　場　　北九州市立総合体育館

種目 種目

順位 氏　名 所属名 順位 氏　名 所属名

武田 倫明 五郎丸 睦子

阿蘇 五郎 辻 裕子

原田 昇 井桁 信子

工藤 伸二 大塚 清子

工藤 賢明 江藤 美佐

神 敏文 生駒 摂子

岡松 信一 加来 恭子 パステル

松藤 栄 清水 智子 若宮ＬＴＣ

種目 種目

1位 田中 敏 築上町ＴＣ 1位 井桁 信子 安永卓球クラブ

2位 工藤 賢明 八幡ラージボール 2位 塩川 房子 小竹クラブ

3位 西 敏太郎 鯰倶楽部 3位 時永 清子 八幡ラージボール

3位 宇野 昭信 北九州市役所 3位 浦田 豊子 八幡ラージボール

種目 種目

1位 渡辺 博文 熊さんクラブ 1位 加来 恭子 パステル

2位 松藤 栄 安永卓球クラブ 2位 大塚 清子 安永卓球クラブ

3位 岡松 信一 安永卓球クラブ 3位 青山 文子 小竹クラブ

3位 松田 通昭 玄海ＰＣ 3位 木本 節美 飯塚クラブ

種目 種目

1位 國武 俊三郎 熊さんクラブ 1位 茂呂田 忍 築上町ＴＣ

2位 竹本 孝文 築上町ＴＣ 2位 宮崎 伸子 安永卓球クラブ

3位 武田 倫明 安永卓球クラブ 3位 辻 裕子 山口クラブ

3位 神 敏文 八幡ラージボール 3位 江藤 美佐 安永卓球クラブ

男子シングルス60～69歳 女子シングルス50～59歳

1位

男子シングルス70～74歳 女子シングルス60～69歳

2位

3位

3位

女子シングルス75歳以上・70～74歳男子シングルス75歳以上

八幡ラージボール

3位 安永卓球クラブ

安永卓球クラブ

安永卓球クラブ3位

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

男子ダブルス

　北 部 筑 豊 地 区 予 選　

女子ダブルス

安永卓球クラブ

山口クラブ

安永卓球クラブ

1位

2位



硬　式 ＮＯ．２

種目 種目

順位 氏　名 所属名 順位 氏　名 所属名

矢頭 義弘 森安 佳代子

橋田 健三 宮地 彰子

朝枝 正昭 朝枝 和恵

山根 健次 萩 ちか子

河村 眞吾 定野 智子

秀島 末廣 時田 保子

白石 安生 浜之上 佳文

井上 正雄 西田 亮子

種目 種目

1位 秀島 末廣 戸畑コミスポ 1位 本田 ミナト すみれクラブ

2位 河村 眞吾 戸畑コミスポ 2位 上村 三恵子 やよいクラブ

3位 内田 昌夫 ネクサス 3位 林 千穂 スマイル

3位 長野 克彦 芦屋ＭＳ 3位 金本 孝子 すみれクラブ

種目 種目

1位 朝枝 正昭 ＴＲＹ－Ｕ 1位 萩 ちか子 ＴＲＹ－Ｕ

2位 山根 健次 ＴＲＹ－Ｕ 2位 和田 政子 スマイル

3位 江熊 久和 Ｙ・Ｙクラブ 3位 浜田 京子 マリンクラブ

3位 新宅 義憲 さつきクラブ 3位 井筒 やすよ すみれクラブ

種目 種目

1位 橋田 健三 Ｙ・Ｙクラブ 1位 宮地 彰子 ＴＲＹ－Ｕ

2位 井上 正雄 宗像ベテラン会 2位 森安 佳代子 ＴＲＹ－Ｕ

3位 小田 良和 永卓会 3位 浜之上 佳文 パステル

3位 加藤 真利 永卓会 3位 定野 智子 さつきクラブ

福岡県卓球協会

男子シングルス70～74歳 女子シングルス70～74歳

男子シングルス60～69歳 女子シングルス60～69・50～59歳

令和元年１０月７日

3位 宗像ベテラン会 3位 パステル

男子シングルス7５歳以上 女子シングルス75歳以上

2位 ＴＲＹ－Ｕ 2位 ＴＲＹ－Ｕ

3位 戸畑コミスポ 3位 さつきクラブ

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

　北 部 筑 豊 地 区 予 選　

男子ダブルス 女子ダブルス

1位 Ｙ・Ｙクラブ 1位 ＴＲＹ－Ｕ


