
期  日　: 令和４年１１月１７日（水）

会  場　: 福岡市総合体育館

順位 氏 名 所 属 名 順位 氏 名 所 属 名

田頭　昇 井手　雅輝

小田　良和 荒木　雅彦

宮本　煌 林　伸久

原田　正 金子　猛

石橋　清 田中　一彦

友納　恵二 穴水　喜久治

白水　敬次郎 中川　達重

前原　照雄 永田　忠孝

1位 川口　正明 久留米卓愛会 1位 宮本　煌 博多ベテラン会

2位 広渡　知夫 博多ベテラン会 2位 原田　正 博多ベテラン会

3位 3位 小島　一男 T-Ｒｅｘ

3位 3位 上野　雄一 博多ベテラン会

1位 田頭　昇 永卓会 1位 向野　雅廣 小郡クラブ

2位 首藤　雄二 昴 2位 荒木　雅彦 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ

3位 藤　忠明 久留米卓愛会 3位 久保　秀幸 小郡クラブ

3位 古川　正章 小郡クラブ 3位 中川　達重 さつきクラブ

男子シングルス　７０歳～７４歳 男子シングルス　６０歳～６９歳

Ｔ・Ｃｒｏｓｓ

的場会

男子シングルス　８０歳以上 男子シングルス　７５歳～７９歳

3位 T－Ｒｅｘ 3位 ＴＲＹ－Ｕ

3位 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ 3位 さつきクラブ

2位 博多ベテラン会 2位

第２２回 福岡県ねんりんスポーツ卓球大会　県大会

【男子硬式結果】

男子ダブルス140歳以上 男子ダブルス１３９歳以下

1位 永卓会 1位



順位 氏 名 所 属 名 順位 氏 名 所 属 名

森田　洋子 城島　葉子

愛甲　幸子 岡本　幸恵

磯部　百合子 森安　佳代子

山元　逸子 宮地　彰子

庄司　慶子 大森　美文

村山　和子 江頭　弘美

内山　淑子 百崎　小夜子

吉次　時子 田口　美由紀

1位 島内　靖子 クレア 1位 中村　洋子 パワフル

2位 古賀　紘子 太宰府しらうめ 2位 箱崎　二枝 ピュア伊都

3位 境　丕子 愛球クラブ 3位 庄司　慶子 ピュア伊都

3位 辛島　英子 四季の会 3位 村山　和子 ピュア伊都

1位 森田　洋子 博多ベテラン会 1位 山下　玲子 Ａ＆Ｂ

2位 愛甲　幸子 博多ベテラン会 2位 岡本　幸恵 パッション

3位 花田　眞理子 ＴＲＹ－Ｕ 3位 久保田　智代香 パワフル

3位 磯部　百合子 Ａ＆B 3位 城島　葉子 パッション

1位 桑原　奈美子 クレア

2位 宮地　彰子 ＴＲＹ－Ｕ

3位 野田　京子 ＪＡＭ

3位 森川　純代 博多ベテラン会

女子シングルス　８０歳以上 女子シングルス　７５歳～７９歳

女子シングルス　７０歳～７４歳 女子シングルス　６０歳～６９歳

女子シングルス　５０歳～５９歳

3位 ピュア伊都 3位 ユーアイクラブ

3位 ファイン 3位 ユーアイクラブ

1位 博多ベテラン会 1位 パッション

2位 Ａ＆B 2位 ＴＲＹ－Ｕ

【女子硬式結果】

女子ダブルス140歳以上 女子ダブルス１３９歳以下



順位 氏 名 所 属 名 順位 氏 名 所 属 名

平田　一芳 福岡中央ラージ 井上　史隆

柳川　均 T－Ｒｅｘ 今村　実

宇都宮　浩 楠森　正美

石橋　誠二 足立　安隆

猪口　和男 國武　俊三郎 熊さんクラブ

畑中　一夫 江上　照明 八幡ラージボールクラブ

田中　敏 古賀　一彦 三潴ＷＯＲＬＤ

南　健治 國崎　壮平 しらぬひラージ

1位 釘本　一典 大野城ラージ 1位 寺上　忍 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ

2位 坂本　昭 ４４ＣＬＵＢ 2位 猪口　和男 サタデーズ大野城

3位 3位 末永　一隆 ４４ＣＬＵＢ

3位 3位 田中　敏 築上町ＴＣ

1位 小石原　幸三 博多ベテラン会 1位 井上　史隆 博多いいとも会

2位 楠森　正美 福岡中央ラージ 2位 今村　実 博多いいとも会

3位 石橋　誠二 久留米ＮＣ 3位 足立　安隆 福岡中央ラージ

3位 遠山　満 久留米卓球愛好会 3位 柳川　均 T－Ｒｅｘ

男子シングルス　７０歳～７４歳 男子シングルス　６０歳～６９歳

3位 築上町ＴＣ 3位

男子シングルス　８０歳以上 男子シングルス　７５歳～７９歳

2位 久留米ＮＣ 2位 福岡中央ラージ

3位 サタデーズ大野城 3位

【男子ラージ結果】

男子ダブルス140歳以上 男子ダブルス１３９歳以下

1位 1位 博多いいとも会



順位 氏 名 所 属 名 順位 氏 名 所 属 名

吉村　美智恵 ＣＯＳＭＯＳ 大島　ひとみ

宮脇　サヨ子 古賀卓球 宮路　直子

山田　久美香 アルバ 池田　さとみ

今山　美香 カメリア 今村　勢津子

平松　美智子 高田　紀子

山下　順子 馬場　露子

楠　幸子 木本　節美

服部　英子 清水　智子

1位 吉村　美智恵 ＣＯＳＭＯＳ 1位 小濱　つる代 しらぬひラージ

2位 内田　佳子 皆華クラブ 2位 井上　博代 アカシア

3位 中西　雅子 博多いいとも会 3位 小林　美津子 ふくふくクラブ

3位 田嶋　京子 博多いいとも会 3位 小嶋　智恵子 久留米たんぽぽ

1位 宮脇　サヨ子 古賀卓球 1位 今村　勢津子 博多いいとも会

2位 高田　直子 大野城ラージ 2位 宮路　直子 ビーズ

3位 副島　昭子 八幡ラージボールクラブ 3位 高田　紀子 香椎卓球クラブ

3位 楠　幸子 有明ＴＣ 3位 金子　明美 久留米フレンド

1位 茂呂田　忍 築上町ＴＣ

2位 築島　チエミ ｗａよかクラブ

3位 藤木　里枝香 しらぬひラージ

3位 岸　麻里 皆華クラブ

女子シングルス　８０歳以上 女子シングルス　７５歳～７９歳

女子シングルス　７０歳～７４歳 女子シングルス　６０歳～６９歳

女子シングルス　５０歳～５９歳

3位 福岡中央ラージ 3位 香椎卓球クラブ

3位 有明ＴＣ 3位 Ｔｅａｍ　Ｔ３

1位 1位 ビーズ

2位 2位 博多いいとも会

【女子ラージ結果】

女子ダブルス140歳以上 女子ダブルス１３９歳以下


