
第44回小郡市近郊親善卓球大会

令和4年10月2日
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1 大浦 (cross A-A） 太田 (R＝２） 52

2 本永 (アトラス卓球クラブ) 河野 (二日市卓球クラブ) 53

3 伊藤拓馬 (九州産業大学) 出口 (アトラス卓球クラブ) 54

4 恵崎 (Flap) 新鍋 (九州産業大学) 55

5 田川 キ (H・Mクラブ) 和田 (Teamぴ～す) 56

6 熊谷 (三輪クラブ) 寺尾 (cross A-A） 57

7 岡崎 (水城TTS) 森 (三輪クラブ) 58

8 松元 (HANABI) 中村 (九州産業大学) 59

9 山村 (MARS) BYE 60

10 坂本 (壱岐クラブ) 山本 (壱岐クラブ) 61

11 佐護 (しめっぱち) 矢島 (TEAM WAIPIN) 62

12 麻生結 (麻生卓球クラブ） 平良 (鳥栖卓球センター) 63

13 元村 (FTHS) 今林 (しめっぱち) 64

14 大城 (TEAM WAIPIN) 梅井 (FTHS) 65

15 川上 (アトラス卓球クラブ) 野瀬 (二日市卓球クラブ) 66

16 孔井 (九州産業大学) 南 (HANABI) 67

17 河上 (R＝２） 大
浦
　
哲
平
（
c
r
o
s
s
A
-
A
)

21 酒匂

長坂 (九州産業大学) 68

18 山口 (香椎卓球クラブ) 桐原 (Flap) 69

19 田中 (壱岐クラブ) 渡部 (小郡クラブ) 70

20 木下 (小郡クラブ) 櫻木 (Team筑紫丘) 71

(cross A-A） 山口 (水城TTS) 72

22 緒方 (TEAM WAIPIN) 藤山 (香椎卓球クラブ) 73

23 大村 (しめっぱち) 吉開　キ (アトラス卓球クラブ) 74

24 早田 (二日市卓球クラブ) 中山 (しめっぱち) 75

25 秋月 (九州産業大学) 大塚 (cross A-A） 76

26 臼田 (香椎卓球クラブ) 白山 (三輪クラブ) 77

27 横町 (TEAM WAIPIN) 荒木 (cross A-A） 78

28 麻生隆 (みづまキッズ) 79

29 穴井 (水城TTS) 植田 (みづまキッズ) 80

30 岡野 (鳥栖卓球センター) 柿本 (しめっぱち) 81

31 堤 (cross A-A） 森 (TEAM WAIPIN) 82

32 星 (九州産業大学) 松原 (三輪クラブ) 83

33 西田 (三輪クラブ) 矢野 (香椎卓球クラブ) 84

34 武富 (壱岐クラブ) 吉開 (R＝２） 85

35 内村 (九州産業大学) 伊東 (壱岐クラブ) 86

36 田中 (しめっぱち) 末次 (Flap) 87

37 後藤 (こぞのえ卓球) 高山 (アトラス卓球クラブ) 88

38 吉松 (R＝２） 平田 (九州産業大学) 89

39 吉開 (cross A-A） 三浦 (二日市卓球クラブ) 90

40 熊谷 (Teamぴ～す) 江崎 (MARS) 91

41 木村 (HANABI) 佐藤 (水城TTS) 92

42 原口 (FTHS) 林 (H・Mクラブ) 93

43 安達 (TEAM WAIPIN) 本田 (HANABI) 94

44 岡田 (Flap) 芝原 (cross A-A） 95

45 吉松　キ (アトラス卓球クラブ) 高橋 (九州産業大学) 96

46 冨永 (MARS) 内山 (しめっぱち) 97

47 伊藤拓海 (九州産業大学) 船越 (こぞのえ卓球) 98

48 安川 (しめっぱち) 武内 (TEAM WAIPIN) 99

河合

49 山本 (Team筑紫丘)

(FTHS)

西山 (九州産業大学) 100

50 齋藤 (二日市卓球クラブ)

102

(香椎卓球クラブ) 101

51 隠田 (三輪クラブ) 原井


