
福岡県卓球協会

宮本 煌 博多ベテラン会

原田 正 博多ベテラン会

有田 健治 アカシア 秋山 科素巳 秋山卓球

平山 清隆 永卓会 吉田 勝之 秋山卓球

鳥居 俊治 香椎卓球クラブ 安高 正明 GOGO卓球FKｸﾗﾌﾞ

臼田 和哉 香椎卓球クラブ 郷田 冨士美 GOGO卓球FKｸﾗﾌﾞ

深町 大吾 Ｆ．Ｔ．Ｃ

中野 幸二 Ｋ．Ｔ．Ｃ

副島 尽 アカシア 日下部 卓慎 ＣＯＳＭＯＳ 向山 収 アカシア 向野 雅廣 小郡クラブ 白水 敬次郎 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ

吉永 広志 アカシア 長田 淳一 ＣＯＳＭＯＳ 廣瀬 国博 アカシア 古川 正章 小郡クラブ 井手 雅輝 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ

田野 義和 はっぴぃすまいる 白川 茂男 Ｋ・Ｔ・Ｃ 横井 陸雄 小郡クラブ 上松 省三 秋山卓球 石橋 順一 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ

清藤 広樹 さつきクラブ 牟田 利夫 Ｋ・Ｔ・Ｃ 三室 義隆 春日クラブ 栗原 万実 秋山卓球 桒野 敏由 博多ベテラン会

谷口 寿人 谷口卓球クラブ 松本 秀樹 ＩＭＯ九大 有馬 良太 ブルーウェーブ 朝枝 正昭 ＴＲＹ－Ｕ 田中 啓介 不知火卓球クラブ

梅井 泰孝 谷口卓球クラブ 筧 元太郎 ＩＭＯ九大 木村 勉 ブルーウェーブ 大迫 豊 ＴＲＹ－Ｕ 廣崎 和毅 三潴ＷＯＲＬＤ

井上 英一 香椎卓球クラブ 澤崎 徹朗 GOGO卓球FKｸﾗﾌﾞ 下山 和広 ＪＡＭ 白土 泰弘 福岡卓球クラブ 広渡 知夫 博多ベテラン会

林 良明 香椎卓球クラブ 益戸 和洋 GOGO卓球FKｸﾗﾌﾞ 吉川 利幸 ＪＡＭ 天津 兼重 福岡卓球クラブ 山本 武佳 博多いいとも会
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令和元年12月15日（日）　久留米アリーナ

第74回全九州卓球選手権大会（年齢別の部）男子ダブルス福岡県代表選考会結果

男子Ａ（60～79） 男子Ｂ（80～99） 男子Ｃ（100～119） 男子Ｄ（120～139） 男子Ｅ（140～）



推1 深町 大吾 Ｆ．Ｔ．Ｃ 天津 兼重 福岡卓球クラブ

推2 臼田 和哉 香椎卓球クラブ 荒木 和敬 荒木卓球クラブ 向山 収 アカシア

推3 長田 淳一 ＣＯＳＭＯＳ 白土 泰弘 福岡卓球クラブ

推4

推5 原 慎吾 博多卓球クラブ 有田 健治 アカシア

推6

推7 井野 泰弘 ブルーウェーブ

推8 中村 靖郎 さつきクラブ 日下部 卓慎 ＣＯＳＭＯＳ

1 吉永 広志 アカシア 杉本 茂樹 ユーアイクラブ 白川 茂男 Ｋ・Ｔ・Ｃ 吉田 勝之 秋山卓球

2 清藤 広樹 さつきクラブ 大下 隆憲 アカシア 来田 理 GOGO卓球FKクラブ 山口 正孝 山口クラブ

3 林 良明 香椎卓球クラブ 三室 義隆 春日クラブ 廣瀬 国博 アカシア 栗原 万実 秋山卓球

4 髙島 龍太朗 Ｒ－Ⅱ 牟田 利夫 Ｋ・Ｔ・Ｃ 平井 荘一 Ｔ・Ｔ・Ｓヒライ 上松 省三 秋山卓球

5 重 啓介 Ｔ.Ｔ.Ｓヒライ 澤崎 徹朗 GOGO卓球FKクラブ 有馬 良太 ブルーウェーブ 浅尾 典彦 原土井病院

6 中野 幸二 Ｋ・Ｔ・Ｃ 田野 義和 はっぴぃすまいる 齊藤 敬 北九州市役所クラブ 幸村 克己 ブルーウェーブ

7 太田 勇一郎 Ｒ－Ⅱ 松本 秀樹 ＩＭＯ九大 横井 陸雄 小郡クラブ 橋田 健三 Ｙ・Ｙクラブ

8 副島 尽 アカシア 弦本 考史 香椎卓球クラブ 大迫 豊 ＴＲＹ－Ｕ 東 忍 さつきクラブ

推1 加茂 春男 戸畑コミスポ 原田 正 博多ベテラン会 山本 雅業 豊前三毛門クラブ

推2 平松 秀敏 ＣＯＳＭＯＳ（65推3より70へ） 渡邊 鍈一 豊前渡邊卓球クラブ

推3 朝枝 正昭 ＴＲＹ－Ｕ

推4 古川 正章 小郡クラブ 上野 雄一 博多ベテラン会 内田 昌夫 ネクサス

推5 宮本 俊秀 北九州ベテラン会 坂本 昭 香椎球遊会

推6 川口 正明 久留米卓球愛好会

推7 向野 雅廣 小郡クラブ（60推2より65へ） 宮本 煌 博多ベテラン会(70推6より75へ）

推8 藤野 彼呂志 小郡クラブ（60推6より65へ）

1 井手 雅輝 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ 石橋 順一 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ 秀島 末廣 戸畑コミスポ 岡村 勝 豊前渡邊卓球クラブ

2 佐竹 宏 秋山卓球 寺上 忍 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ 与田 公徳 博多ベテラン会 隅田 泰正 豊前渡邊卓球クラブ

3 守田 進 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ 田頭 昇 永卓会 広渡 知夫 博多ベテラン会 中野 紀昭 永卓会

4 加藤 真利 永卓会 吉開 啄夫 国際卓愛会 江口 駿登 戸畑コミスポ 木戸 誠二 豊前渡邊卓球クラブ

5 柳川 均 Ｔ－Ｒｅｘ 野瀬 俊一 スマイリィ 田中 啓介 不知火卓球クラブ 中野 天祐 安永卓球クラブ

6 小田 良和 永卓会 白水 敬次郎 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ 石橋 清 Ｔ－Ｒｅｘ 納戸 和泉 庚申クラブ

7 松江 春正 豊前渡邊卓球クラブ 江熊 久和 Ｙ・Ｙクラブ 中島 伸之 博多ベテラン会

8 原田 輝 たくみ会 今泉 浩明 博多ベテラン会

男子ハイシックスティ（65～69） 男子ローセブンティ（70～74） 男子ハイセブンティ（75～79） 男子エイティ（80～）

第74回全九州卓球選手権大会（年齢別の部）男子シングルス福岡県代表選考会結果

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



福岡県卓球協会

吉村 美智恵 ＣＯＳＭＯＳ

宮脇 サヨ子 古賀卓球

植木 理世 ブルーウェーブ 久保 けい子 ＳＴＥＰ２１

臼田 亜由美 香椎卓球クラブ 前田 栄子 ＳＴＥＰ２１

金子 涼子 パワフル

久保田 智代香 パワフル

原 裕子 はっぴぃすまいる 矢﨑 奈美子 クレア 大羽 さとみ ビギン 中垣 眞理子 久留米卓球愛好会 髙橋 久子 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ

野崎 八千代 はっぴぃすまいる 柏木 祐衣 くわたクラブ 宮﨑 綾子 ビギン 堤 葉子 久留米卓球愛好会 馬場 まゆみ Ｔ・Ｃｒｏｓｓ

川田 ひとみ 川田卓球クラブ 杉本 弓子 あすかクラブ 篠原 陽子 ＳＴＥＰ２１ 城島 葉子 パッション 高松 眞澄 Ｕｎｉｔｙ

田中 佳子 川田卓球クラブ 師岡 直美 Ｆ．Ｔ．Ｃ 前田 加代子 ＳＴＥＰ２１ 岡本 幸恵 パッション 武田 みどり Ｕｎｉｔｙ

深町 理恵 Ｆ．Ｔ．Ｃ 竹谷 陽子 初喜ＴＴＣ 原野 美紀 パワフル 荒木 福代 ビギン 東内 邦子 グレイス

秦 衣里 Ｆｌａｐ 香川 純子 初喜ＴＴＣ 寺敷 裕子 パワフル 野口 典子 ビギン 西川 安子 グレイス

江上 留美 久留米卓球愛好会 翁 淑美 久留米フレンド 権丈 知子 福岡卓球クラブ 野中 よしみ ピュアメイト

松下 美由紀 久留米卓球愛好会 樫山 里佐子 久留米フレンド 松原 富美子 福岡卓球クラブ 熊本 潮美 ピュアメイト
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第74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

令和元年12月15日（日）　久留米アリーナ

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

推3 大羽 さとみ ビギン

推4

推5 植木 理世 ブルーウェーブ 境 礼香 久留米ひまわり

推6

推7 吉野 法子 ソレイユ北九州

推8 畠田 久美子 ブルーウェーブ

1 吉丸 宏美 まるクラブ 竹谷 陽子 初喜ＴＴＣ 中垣 眞理子 久留米卓球愛好会 前田 栄子 ＳＴＥＰ２１

2 臼田 亜由美 香椎卓球クラブ 矢﨑 奈美子 クレア 野田 京子 ＪＡＭ 堤 葉子 久留米卓球愛好会

3 柏木 祐衣 くわたクラブ 浦 恵子 土曜クラブ 横井 裕子 パワフル 石井 美恵子 パワフル

4 原 裕子 はっぴぃすまいる 源 晶子 チームぴーす 久保田 智代香 パワフル 金子 涼子 パワフル

5 野崎 八千代 はっぴぃすまいる 金重 美和 博多卓球クラブ 崎濱 しのぶ ブルーウェーブ 城島 葉子 パッション

6 秦 衣里 Ｆｌａｐ 師岡 直美 Ｆ．Ｔ．Ｃ 尾上 由加里 ＪＡＭ 木高 久美子 大野城まどか

7 中 美穂 谷口卓球クラブ 梶谷 由香里 くわたクラブ 宮地 彰子 ＴＲＹ－Ｕ 木下 美代子 博多ベテラン会

8 香川 純子 初喜ＴＴＣ 矢野 ナオミ 古賀卓球 前田 加代子 ＳＴＥＰ２１ 山下 玲子 Ａ＆Ｂ

推1 森田 洋子 ユーアイクラブ 推1 久保 弘子 南卓クラブ

推2 宮脇 サヨ子 古賀卓球 推4 平野 トヨ子 城野クラブ

推3 久保 けい子 ＳＴＥＰ２１ 原田 信子 城野クラブ 吉村 美智恵 ＣＯＳＭＯＳ

推4 吉柳 美代子 パワフル ① 辛島 英子 四季の会

推5 髙橋 久子 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ 谷川 典子 やよいクラブ ② 高倉 弘美 香椎卓球クラブ

推6 ③ 吉田 文江 アジサイ

推7 与田 俊子 博多ベテラン会 船津 勝子 コスモス ④ 木藤 美佐子 アイリスＴＣ

推8 田中 恵美子 ＴＲＹ－Ｕ 大西 八重子 Ａ＆Ｂ ⑤ 春田 治子 ブルーベル

1 熊本 潮美 ピュアメイト 野中 よしみ ピュアメイト 中村 洋子 パワフル ⑥ 円城寺 スミ子 石田卓球クラブ

2 百崎 小夜子 ユーアイクラブ 水野 菊江 Ｋ２ 内田 佳子 皆華クラブ ⑦ 谷口 千鶴子 友愛クラブ

3 小田 美賀子 ＣＯＳＭＯＳ 愛甲 幸子 ユーアイクラブ 上村 三恵子 やよいクラブ ⑧ 江崎 しつか 西田卓球

4 渡辺 幸子 ユーアイクラブ 田村 美恵子 博多ベテラン会 庄司 慶子 ピュア伊都 ⑨ 田中 淳美 ファーストクラブ

5 若菜 幸子 南卓クラブ 白石 綾子 Ａ.Ｔ.Ｔ 雑賀 洋子 石田卓球クラブ ⑩ 藤原 雅子 サルビア

6 荒木 福代 ビギン 古賀 和子 大野城まどか 鶴久 保子 久留米フレンド ⑪ 吉原 和子 城野クラブ

7 小田原 美津子 さつきクラブ 本田 信子 マインズ 寺松 ヨシ子 ＡＴさくら ⑫ 安光 美代子 友愛クラブ

8 拜郷 広子 ＣＯＳＭＯＳ 武田 みどり Ｕｎｉｔｙ 有馬 千恵美 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～）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）

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）


