
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

末永 一隆 44CLUB 井桁 信子

坂本 昭 香椎球遊会 大塚 清子

山本 武佳 池田 さとみ 博多いいとも会

井上 史隆 今村 勢津子 粕屋スマッシュ

武田 倫明 五郎丸 睦子

阿蘇 五郎 辻 裕子

原田 正 博多ベテラン会 加来 恭子 パステル

松本 和也 香椎球遊会 清水 智子 若宮ＬＴＣ

種目 種目

1位 田中 敏 築上町ＴＣ 1位 吉村 美智恵 COSMOS

2位 釘本 一典 大野城ラージ 2位 浦田 豊子 八幡ラージボール

3位 坂本 昭 香椎球遊会 3位 内田 佳子 皆華クラブ

3位 宇野 昭信 北九州市役所 3位 森永 和子 うきはクラブ

種目 種目

1位 原田 正 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 井桁 信子 安永卓球クラブ

3位 小石原 幸三 博多ベテラン会 3位 冨永 福子 愛球クラブ

3位 舩曳 静行 博多いいとも会 3位 時永 清子 八幡ラージボール

種目 種目

1位 近藤 清二 福岡中央ラージ 1位 今村 勢津子 粕屋スマッシュ

2位 古賀 一彦 三潴WORLD 2位 大塚 清子 安永卓球クラブ

3位 柳川 均 Ｔ－Ｒｅｘ 3位 宮脇 サヨ子 古賀卓球

3位 田中 伸幸 春日クラブ 3位 加来 恭子 パステル

種目

1位 五郎丸 睦子 山口クラブ

2位 茂呂田 忍 築上町TC

3位 辻 裕子 山口クラブ

3位 江藤 美佐 安永卓球クラブ

　　　実施日　　令和元年１1月１９日（火）　　　　会場　　福岡市総合体育館
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硬　式

種目 種目

順位 氏　名 所属名 順位 氏　名 所属名

向野 雅廣 境 礼香

古川 正章 多田 由美

朝枝 正昭 森安 佳代子

山根 健次 宮地 彰子

白水 啓次郎 金子 涼子

井手 雅輝 原野 美紀

矢頭 義弘 家永えり子

橋田 健三 城島 葉子

種目 種目

1位 宮本 煌 博多ベテラン会 1位 中村 洋子 パワフル

2位 坂本 紀昭 いきいきクラブ 2位 髙倉 弘美 香椎卓球クラブ

3位 石原 清次 ひびきクラブ 3位 吉柳 美代子 パワフル

3位 廣渡 知夫 博多ベテラン会 3位 鶴久 保子 久留米フレンド

種目 種目

1位 石橋 順一 Ｔ・Cross 1位 加門 桂子 夢現クラブ

2位 朝枝 正昭 ＴＲＹ－Ｕ 2位 髙橋 久子 Ｔ・Cross

3位 山根 健次 ＴＲＹ－Ｕ 3位 箱崎 二枝 ピュア伊都

3位 江熊 久和 Ｙ・Ｙクラブ 3位 馬場 まゆみ Ｔ・Cross

種目 種目

1位 古川 正章 小郡クラブ 1位 城島 葉子 パッション

2位 向野 雅廣 小郡クラブ 2位 定野 智子 さつきクラブ

3位 矢頭 義弘 Ｙ・Ｙクラブ 3位 翁 淑美 久留米フレンド

3位 橋田 健三 Ｙ・Ｙクラブ 3位 浜之上 佳文 パステル

種目

1位 中垣 眞理子 久留米卓球愛好会

2位 野田 京子 ＪＡＭ

3位 野路 美子 Ｏｎｅ  Ｈｅａｒｔ

3位 境 礼香 久留米ひまわり

　　　実施日　　令和元年１1月１９日（火）　　　　会場　　福岡市総合体育館
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