
ベスト64

ベスト64の人は3月の福岡地区中学生新人卓球大会はＡ級です。
申込時に間違わないようにお願いします。

原田 (友 泉) 63

原井 (アカシア) 64

松尾 (学業院)松本(士) (松 崎)

32 砂川(泰) (アカシア)

31 中村 (当 仁)

本田 (高 取)

61

30 山口(勇) (青 葉) 李 (三 筑) 62

29

59

28 谷藤 (川田卓球ｸ) 内田(翔) (ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾗｲﾝ) 60

27 後藤 ( 原 )

57

26 田中 (片山卓球ｸ) 箱 (金 武) 58

25 青田 (田 隈)

和田 (高 取)

山本(航) (野 間)

55

24 浦 (前原東) 無津呂 (こぞのえ卓球) 56

23 山口 (壱 岐)

53

22 彌富 (下山門) 川野 (三 宅) 54

21 米倉 (こぞのえ卓球)

平野 (長 丘)

新原 (松 崎)

51

20 佐々木 ( 原 ) 新原 (次郎丸) 52

19 大西 (志 摩)

49

18 山口(亮) (青 葉) 石三 (ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾗｲﾝ) 50

17 五島 (ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾗｲﾝ)

小松 (曰 佐）

高原 (学業院)

47

16 高木 ( 原 ) 泊 (片山卓球ｸ) 48

15 伊藤 (学業院)

45

14 増田 (和白丘) 菅田 (香椎３) 46

13 廣田 (松 崎)

村上 (高 取)

鶴田 ( 原 )

43

12 大野 (次郎丸) 砂川(倖) (アカシア) 44

11 中村 (中村三陽)

41

10 森山 (松 崎) 有住 (次郎丸) 42

9 中垣 (アカシア)

谷口 (城 西)

古跡 (学業院)

39

8 山下 (ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾗｲﾝ) 千綿 (青 葉) 40

7 井上(裕) (青 葉)

37

6 寺村 (金 武) 深山 ( 原 ) 38

5 田辺 (香椎卓球ｸ)

安部 (次郎丸)

森田 (次郎丸)

35

4 髙岡 (前 原) 清田 (福 間) 36

3 阿部 (宮 竹)

33

2 岩下 (福 間) 田﨑 (宮 竹) 34

1 堀川 (こぞのえ卓球) 重村 (こぞのえ卓球)



ベスト64の人は3月の福岡地区中学生新人卓球大会はＡ級です。
申込時に間違わないようにお願いします。

(姪 浜) 63

32 斉藤 (友 泉) 田中 (川田卓球ｸ) 64

31 浦上 (前 原) 石松

(長 丘)原野 61

30 近藤 ( 原 ) 水谷 ( 原 ) 62

29 後藤 (西南学院)

( 原 ) 60

27 八藤

28 高嶋(未) ( 原 ) 榎田

(大野東) 横山

(次郎丸) 57

(三 筑) 58

(玄 洋) 59

26 楢﨑 (志 摩) 古賀

25 西村 (姪 浜) 渡邉

(前原東) 56

23 野村

24 片平 ( 原 ) 白水(な)

(玄 洋) 中西

(前原西) 53

(老 司) 54

(姪 浜) 55

22 平川 (姪 浜) 岡

21 中田 (次郎丸) 松永

(ﾕｰｱｲｼﾞｭﾆｱ) 52

19 守

20 中村(衣) (川田卓球ｸ) 松尾

(曰 佐) 岩嵜

(こぞのえ卓球) 49

(姪 浜) 50

(新 宮) 51

18 松山 ( 原 ) 荒木

17 白水(は) (前原東) 久場

( 原 ) 48

15 黒木

16 常盤 ( 原 ) 溝口

(三 筑) 武富

(新 宮) 45

(こぞのえ卓球) 46

(姪 浜) 47

14 東 (新 宮) 増田

13 三松 (西南学院) 藤原

(次郎丸) 44

11 中村(花)

12 藤村 (次郎丸) 松中

(川田卓球ｸ) 伊藤

(友 泉) 41

(大野東) 42

(玄 洋) 43

10 三重野 (友 泉) 讃井

9 浦 ( 原 ) 深川(志)

(玄 洋) 40

7 川口

8 白水 (玄 洋) 友田

(前 原) 梶原

(片山卓球ｸ) 37

( 原 ) 38

(百 道) 39

6 金丸 ( 原 ) 青柳

5 橋本 (川田卓球ｸ) 鈴木(胡)

35

4 浦松 (曰 佐) 成吉 (玄 洋) 36

3 大内田 (新 宮) 下津浦

堀川 (こぞのえ卓球)

(三 筑)

33

2 鈴木(理) (片山卓球ｸ) 笠 (前原西) 34

ベスト64
1 坂元 (こぞのえ卓球)



男子の部 女子の部

堀川 敦弘 坂元 睦月

こぞのえ卓球 こぞのえ卓球

原井 創旦 堀川 雪乃

アカシア こぞのえ卓球

米倉 勝 白水 はるな

こぞのえ卓球 前原東中学校

重村 浩人 田中 咲子

こぞのえ卓球 川田卓球クラブ

高木 孝太朗 常盤 莉加

原中学校 原中学校

無津呂 雄平 増田 千鶴

こぞのえ卓球 こぞのえ卓球

砂川 泰晟 齊藤 智佳

アカシア 友泉中学校

鶴田 昂朝 久場 彩乃

原中学校 こぞのえ卓球

5位

第60回福岡市民硬式卓球選手権卓球大会(カデットの部)
平成26年1月7日(火) 於 福岡市民体育館 参加数890名

第27回市民総合スポーツ大会

1位

2位

3位


