
順位 氏　名 所属名 順位 氏　名 所属名

上松 省三 小林 英明
栗原 万実 久間 英則
向野 雅廣 青木 奉文
古川 正章 関 幹雄
浅尾 典彦 原土井病院
幸村 克己 ブルーウェーブ
石橋 順一 T・Cross
桒野 敏由 博多ベテラン会

順位

1位 寺尾 憲彰 玄海PC 1位 西岡 利絋 西田卓球クラブ
2位 川口 正明 久留米卓球愛好会 2位 藤本 澄男 西田卓球クラブ
3位 松隈 敏昭 西田卓球クラブ
3位 石原 清次 ひびきクラブ

順位

1位 石橋 順一 T・Cross 1位 今泉 浩明 博多ベテラン会
2位 寺上 忍 T・Cross 2位 上野 雄一 博多ベテラン会
3位 渡辺 哲雄 宗像ベテラン会
3位 白水 敬次郎 T・Cross

順位

1位 栗原 万実 秋山卓球 1位 金子 猛 もりもりくらぶ
2位 幸村 克己 ブルーウェーブ 2位 岩下 府 T・Cross
3位 上松 省三 秋山卓球
3位 浅尾 典彦 原土井病院

秋山卓球

小郡クラブ

土曜クラブ

西田卓球クラブ

3・4位グループトーナメント

男子シングルス　60～69歳
1・2位グループ決勝トーナメント

3・4位グループトーナメント

2位

実施日　　令和元年１２月１８日（水）　　　　会場　　久留米アリーナ

男子ダブルス

　 　ニッタク杯 福岡県マスターズ卓球大会　男 子　結果　　NO.1

主　催　　福岡県卓球協会

主　管　　福岡県マスターズ委員会・久留米市卓球協会

種目

1・2位グループ決勝トーナメント

種目

1・2位グループ決勝トーナメント 3・4位グループトーナメント
種目

種目

3・4位グループトーナメント1・2位グループ決勝トーナメント

男子シングルス　70～74歳

男子シングルス　75歳以上

1位

2位

3位

3位

1位



順位 氏　名 所属名 順位 氏　名 所属名

堤 葉子 山本 多恵子
中垣 眞理子 新屋 しのぶ
境 礼香 髙田 明美
多田 由美 曽我部しのぶ
愛甲 幸子
森田 洋子
大石 照美 カサブランカ
国沢 とし子 太宰府レディース

順位

1位 吉柳 美代子 パワフル 1位 島内 靖子 クレア
2位 鶴久 保子 久留米フレンド 2位 藤原 雅子 サルビア
3位 吉田 文江 アジサイ
3位 庄司 慶子 ピュア伊都

順位

1位 愛甲 幸子 ユーアイクラブ 1位 渡辺 順子 大善寺ドリーム
2位 水野 菊江 K2 2位 中村 美知子 オレンジ
3位 中村 貴美枝 K2
3位 髙橋 久子 T・Cross

順位

1位 堤 葉子 久留米卓球愛好会 1位 近見 晴美 サルビア
2位 森田 洋子 ユーアイクラブ 2位 佐藤 郁子 サルビア
3位 大石 照美 カサブランカ
3位 江口 弘子 オレンジ

順位

1位 矢﨑 奈美子 クレア 1位 河野 千恵子 NGTJスポーツ
2位 境 礼香 久留米ひまわり 2位 山本 多恵子 グレイス
3位 野田 京子 JAM
3位 森川 純代 博多ベテラン会

　福岡県マスターズ卓球大会　女　子　結果　　NO.2

3位

1・2位グループ決勝トーナメント 3・4位グループトーナメント
種目

種目

女子ダブルス

1位

2位

種目
1・2位グループ決勝トーナメント 3・4位グループトーナメント

1・2位グループ決勝トーナメント

種目
女子シングルス　50～59歳

1・2位グループ決勝トーナメント 3・4位グループトーナメント

1位

2位

3位

種目
女子シングルス　75歳以上

1・2位グループ決勝トーナメント 3・4位グループトーナメント

久留米卓球愛好会

久留米ひまわり 久留米ひまわり

ユーアイクラブ

女子シングルス　70～74歳
3・4位グループトーナメント

グレイス

女子シングルス　60～69歳


