
市民総合スポーツ大会
福岡市中学生学年別卓球大会

(女子1年生の部)

31

16 横山 (玄　 洋) 桝 (中村学園女子) 32

高田 (玄　 洋)15 川原 (長　 丘)

29

14 竹之下 (箱崎清松) 伊地知 (玄　 洋) 30

下本地 (博　 多)13 岩崎 (　 原　 )

27

12 内田 (次郎丸) 浦 (　 原　 ) 28

成吉 (玄　 洋)11 矢野 (玄　 洋)

25

10 戸田 (友　 泉) 大久保 (次郎丸) 26

井上 (　 原　 )9 青柳 (　 原　 )

23

8 大江 (玄　 洋) 野村 (玄　 洋) 24

肥後 (三　 筑)坂　元
(警 固)

7 伊藤 (玄　 洋)

21

6 野田 (西福岡) 岡 (老　 司) 22

三浦 (香椎一)5 八谷 (　 原　 )

19

4 鳥羽 (箱崎清松) 安永 (西福岡) 20

高坂 (玄　 洋)3 李 (西南学院)

17

2 藤 (　 原　 ) 吉光 (玄　 洋) 18

金丸 (　 原　 )1 坂元 (警　 固)



1 齊藤 (友　 泉) 藤村 (次郎丸) 17

2 三松 (西南学院) 丹下 (金　 武) 18

3 若林 (長　 丘) 福田 (玄　 洋) 19

4 水谷 (　 原　 ) 榎田 (　 原　 ) 20

5 渡邉 (次郎丸) 武田 (金　 武) 21

6 中村 (博　 多) 梅野 (筑紫女学園) 22

7 友田 (玄　 洋) 鈴木 (博　 多)齊　藤
(友 泉)

23

8 片平 (　 原　 ) 高嶋(未) (　 原　 ) 24

9 中田 (次郎丸) 深川 (友　 泉) 25

10 吉田(藍) (百　 道) 梶原 (百　 道) 26

11 瀬尾 (筑紫女学園) 坪井 (博　 多) 27

12 高嶋(夢) (　 原　 ) 松中 (次郎丸) 28

13 麻生 (香椎一) 重定 (西南学院) 29

14 御福 (百　 道) 白水 (玄　 洋) 30

15 吉澤 (西南学院)

32

川上 (金　 武)

市民総合スポーツ大会
福岡市中学生学年別卓球大会

(女子2年生の部)

31

16 溝口 (　 原　 ) 常盤 (　 原　 )



1 重村 (曰　 佐） 渕上 (青　 葉) 17

2 田中 (玄　 洋） 蒲池 (老　 司) 18

3 茅島 (老　 司) 日高 (壱　 岐) 19

4 山下 (多々良中央) 石本 (次郎丸) 20

5 古園 (次郎丸) 松尾 (老　 司) 21

6 利光 (老　 司) 原田 (下山門) 22

7 古賀 (次郎丸) 田中 (田　 隈)重　村
(曰 佐)

23

8 小島 (壱　 岐) 江口 (野　 間) 24

9 因幡 (次郎丸) 川端 (次郎丸) 25

10 魚住 (博　 多) 藤石 (友　 泉) 26

11 牛尼 (野　 間) 井上(浩) (青　 葉) 27

12 江頭 (次郎丸) 中村 (壱　 岐) 28

13 富永 (次郎丸) 前原 (次郎丸) 29

14 井上(裕) (青　 葉) 早田 (野　 間) 30

15 釘宮 (友　 泉)

32

今村 (中村三陽)

市民総合スポーツ大会
福岡市中学生学年別卓球大会

(男子1年生の部)

31

16 松井 (老　 司) 青田 (田　 隈)



16 鶴田 (　 原 　) 32

嶋村 (野　 間)

市民総合スポーツ大会
福岡市中学生学年別卓球大会

(男子2年生の部)

31

高木 (　 原 　)

山澤 (野　 間) 30

15 中山 (長　 丘)

14 廣田 (松　 崎)

28

13 河原 (壱　 岐) 本田 (高　 取) 29

(青　 葉) 27

12 平野 (長　 丘) 江淵 (野　 間)

坂口 (西福岡) 26

11 原 (次郎丸) 山口(勇)

10 西島 (香椎三)

24

9 菊池 (野　 間) 森田 (次郎丸) 25

髙　木
(　原　）

23

8 山口 (野　 間) 丹新 (長　 丘)

(三　 宅) 22

7 有住 (次郎丸) 中村 (中村三陽)

郡司嶋 (宮　 竹) 21

6 真名子 (金　 武) 有吉

5 川野 (三　 宅)

19

4 阿部 (宮　 竹) 山口 (壱　 岐) 20

(友　 泉) 18

3 中川 (野　 間) 和田 (高　 取)

大野 (次郎丸) 17

2 福島 (野　 間) 原田

1 新原 (次郎丸)



男子1年生の部 男子2年生の部 女子1年生の部 女子2年生の部

重村　浩人 高木　孝太朗 坂元　睦月 齊藤　智佳

曰佐中学校 原中学校 警固中学校 友泉中学校

渕上　晴道 新原　玄人 桝　沙羅 高嶋未来

青葉中学校 次郎丸中学校 中村学園女子中学校 原中学校

井上　裕太郎 大野　裕貴 横山　遥香 溝口　陽奈子

青葉中学校 次郎丸中学校 玄洋中学校 原中学校

青田　幸己 原　空 野村　穂乃花 深川　志野

田隈中学校 次郎丸中学校 玄洋中学校 友泉中学校

小島　健太郎 江淵　冬将 八谷　若菜 渡邉　萌花

壱岐中学校 野間中学校 原中学校 次郎丸中学校

江口　駿太郎 真名子　拓 浦　二千夏 榎田　桃子

野間中学校 金武中学校 原中学校 原中学校

因幡　繁伸 中村　友治 青柳美紗希 高嶋　夢

次郎丸中学校 中村三陽中学校 原中学校 原中学校

川端　慶太 鶴田　昂朝 金丸　響季 常盤　莉加

次郎丸中学校 原中学校 原中学校 原中学校

福岡市中学生学年別卓球大会　会場（九電記念体育館)　747名

5位

1位

2位

3位


