
協会発足記念庭球大会   S53,7,16 須恵町

一般男子 1位 金枝  ・大島   (粕屋)

3位 村田義憲・山根 浩 (篠栗)

女 子  1位 坂本  。道越清美 (須恵)

3位 山田千尋 。川崎順子 (志免)

2位 薄井正博・鈴木格二 (篠栗)

3位 藤枝信一 。石丸幸人 (新宮)

2位 鳥越  ・永森   (宇美)

3位 畠山美代子・吉里  (須恵)

第1回秋季庭球大会   S53,11,5 志免町

一般男子 1位 木下春喜・塩谷 碩 (須恵) 2位  薄井正博・鈴木格二 (篠栗)

3位 郡島正隆・五百木三敏 (篠栗)3位  荒木和夫 。甲木燦  (志免)

壮 年  1位 横川 清・福吉 稔 (新宮) 2位  中尾 強・鬼崎 将 (宇美)

3位 田中勝歳 。安武正照 (宇美) 3位  浅田光男・立花 昇 (須恵)

女 子  1位 福井幸子・道越清美 (須恵) 2位  尾山  。永森   (宇 美)

3位 山田千尋 。川崎順子 (志免) 3位  浜洲  ・岩崎   (宇 美)

第2回秋季庭球大会   S54,10,28 宇美町

^般男子 1位 上池清明・井 上卓二 (宇美) 2位 木下春喜・塩谷 碩 (須恵)

3位 南 文雄・甲木 燦 (志免) 3位  高橋和三 。大北   (篠 栗 )

壮 年  1位 佐藤義敏 。井上泰一 (宇美) 2位  定宗和準・佐伯秀之 (粕屋 )

3位 安武正照・福田国男 (宇美) 3位  田鍋静雄・竹林益男 (久 山)

女 子  1位 新福智子・橋本鈴 子 (志免) 2位  高細   ・ /1ヽ り|| (古 賀 )

3位 進藤幸子・市川美津子 (志免)3位  福井幸子 。今井   (篠 栗)

第 3回秋季庭球大会

^般男子 1位
3位

壮 午1  1位

3位

女 子A l位
3位

女 子13 1位

3位

第4回秋季庭球大会

^般男子 1位
3位

壮 年  1位
3位

女 子A l位
3位

第5回秋季庭球大会

^般男子 1位
3位

壮 年  1位

S55.11,16 ク、山田丁

高橋 。大北  (篠栗) 2位
樋 口・柳り|| (篠 栗) 3位
佐藤・井 L (宇 美) 2位
坂 口 。中島  (篠栗) 3位
新福・橋本  (志免) 2位
安河内・松永 (粕 屋) 3位
宮崎 。森田  (古賀) 2位
森永 。岩井  (篠栗) 3位

郡島・薄井  (篠栗 )

立藤 。橋本  (志免)

瀬上 。戸井  (篠栗 )

岩清水・石森 (久 山)

福井 。今井  (篠栗 )

鈴木・仲吋i (ドf賀 )

船木・梶原  (古賀)

阿部・阿部  (篠栗 )

S56,10,4 志免町

薄井・郡島  (篠栗) 2位
南・甲木   (志 免) 3位
安武 。福田  (宇美) 2位
石森 。田鍋  (久山) 3位
福井 。今井  (篠栗) 2位
小川・渡辺  (宇美) 3位

樋口・柳川  (篠栗)

橋本・渡辺  (志免)

内倉・井 11 (宇美)

定宗 。佐伯  (粕屋)

中山 。国崎  (久山)

道越・立石  (須恵)

S57,10,17 古賀町

( )
(志免)

(  )

2位 木下 。岡村  (須恵)

2位 安武・井上  (宇美)

橋本 。塩谷
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女

3位 水野・徳田

子A l位
3位 橋本 。橋本

子 B l位  大塚 。平林

3位 帆足・渡辺

(古賀) 3位
(  ) 2位
(志免)

(宇美) 2位
(宇美) 3位

定宗・佐伯  (粕屋)

(  )

舟木 。梶原  (  )
鬼木・伊藤  (宇美)

第6回秋季庭球大会

一般男子 1位
3位

壮 年  1位
女 子A l位

3位

女 子 B l位
3位

第7回秋季庭球大会

一般男子 1位
3位

壮 年  1位
3位

女 子A l位
3位

女 子 B l位
3位

第8回秋季庭球大会

一般男子 1位

3位

壮 年  1位
3位

女 子A l位
3位

女 子 B l位
3位

第9回秋季庭球大会

一般男子 1位
3位

壮 年  1位
3位

女 子A l位
3位

女 子 B l位
3位

S58,10,23 久山町

小田 。山中  (新官) 2位
橋本・溝 口  (志免) 3位
田鍋 。竹林  (久山) 2位
合屋 。平島  (須恵) 2位
道越・橋本 (須・志 )

畠山・中牟田 (須恵) 2位
秋枝 。伊藤  (宇美 )

S59,10,21 古賀町

高瀬・佐伯  (粕屋) 2位
木下 。小南  (須恵) 3位
安武・田中  (宇美) 2位
竹林・石森  (久山)

道越 。前田 (須・久) 2位
畠山・平島  (須恵) 3位
岩下 。田中  (須恵) 2位
帆足・渡辺  (宇美) 3位

S60,10,27 須恵町

高橋・深水  (篠栗) 2位
福吉・石丸  (新宮) 3位
南  。塩谷  (志免) 2位
安武・井上  (宇美) 3位
相野 。前田 (篠・久) 2位
坂 口・秋枝  (宇美) 3位
畠山 。中牟田 (須恵) 2位
須藤 。田中  (須恵) 3位

S61,10,19 須恵ET

木下 。男沢  (須恵) 2位
高橋 。深水  (篠栗) 3位
田村・甲木 (志 。須) 2位
藤田・水野  (古賀) 3位
合屋 。平島  (須恵) 2位
小島・森   (新 宮)3位
畠山・豊田  (須恵) 2位
国武・渡辺  (宇美) 3位

桜井・吉沢  (宇美)

上方 。南   (志 免)

安武・福田  (宇美)

伊原 。長崎  (新宮 )

岩下・納富  (須恵)

橋本・平井

上方・平井

川口・福吉

橋本 。橋本

宮本・伊原

平田 。森

森山 。伊藤

(志免)

(志免)

(古賀 )

(志免)

(。 新 )

(新宮 )

(宇美)

岩本・渡辺

平井 。中牟田

田村 。佐伯

山本 。浅川

合屋 。平島

本田・後藤

国武・安達

高倉・岩井

(新官 )

(志免)

(須・粕 )

(宇美)

(須恵)

(久山)

(宇美 )

(篠栗 )

高瀬・佐伯   (粕屋)

平井 。中牟田  (志免)

川口・緒方   (新宮)

竹林・石森   (久 山)

中牟田 。原野  (須恵)

相野・佐伯   (篠栗)

須藤 。浜洲   (須 恵)

森山 。伊藤   (宇美)
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第 10回秋季庭球大会    S62,10,25 須恵町

一般男子 1位 木下 。石井  (須恵) 2位  男沢・男沢   (須 恵)

3位 高橋・深水  (篠栗) 3位 佐藤・佐伯  (須・粕 )

壮 年  1位 塩谷 。南   (志 免) 2位  田村・梶原   (須 恵)

3位  吉村 。竹林  (久山) 3位 藤田・片田   (古 賀)

女 子A l位 相野・佐伯  (篠栗) 2位 町田・橋本   (志 免 )

3位  中牟田 。lZ島 (須恵 )

女 子 B l位  木下・須藤  (須恵) 2位 森山・伊藤   (宇 美 )

3位 国武・渡辺  (宇美) 3位 吉田 。中牟田  (須恵)

第 11回秋季庭球大会    S63,10,23 古賀町

一般男子 1位 高瀬 。佐伯  (粕屋) 2位 木下 。高橋  (須 。篠)

3位 南  ・渡辺  (志免) 3位 塩谷・甲木   (志 免)

壮 年  1位 田村・井上 (須・宇) 2位 宮原・野田  (新・古 )

3位 吉村 。竹林  (久山) 3位  中村・ 田口  (  )
女 子A l位 甲木・橋本  (志免) 2位  大塚・細田   (粕 屋)

3位 長崎 。伊原  (新宮) 3位 相野・佐伯   (篠 栗 )

女 子 B l位  木下・田中  (須恵) 2位 帆足・森山   (宇 美)

第 12回秋季庭球大会   平成1年 10月 22日  志免町

一般男子 1位 高瀬  ・佐伯  (粕屋) 2位         (  )
3位         (  )

壮 年  1位        (  ) 2位  南  ・ 高原  (志免)

3位         (  )
女 子  1位          (  ) 2位           (  )

3位         (  )

第 13回 秋季庭球大会   平成 2年 10月 28日  古賀町

・般男子 1位        (  ) 2位  高瀬  。佐伯  (粕屋 )

3位         (  )
壮 年  1位          (  ) 2位           (  )

3位         (  )
女 子  1位        (  ) 2位  甲木史・橋本鈴 (志免)

3位         (  )

第 14回秋季庭球大会   平成 3年 10月 27日  久山町

一般男子 1位 橋本・塩谷    (志 免) 2位         (  )
3位         (  )

壮 年  1位 吉村 。佐伯   (久 。粕) 2位          (  )
3位 山本 。高原    (志 免 )

女 子  1位 村上 。橋本鈴  (志 免) 2位         (  )
3位          (  )
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第15回秋季庭球大会   平成 4年 10月 25日  新宮町

一般男子 1位          (  ) 2位         (  )
3位         (  )

壮 年  1位 南 ・佐伯   (志 。粕) 2位          (  )
3位         (  )

女 子  1位 長崎 。相野   (新 ・篠) 2位        (  )
3位         (  )

第16回秋季庭球大会   平成 5年 10月 17日  久山町

一般男子 1位 高瀬 。徳永   (粕 ・篠) 2位        (  )
3位 佐藤 。男沢    (須 恵)

壮 年  1位  田村・佐伯   (須・粕) 2位          (  )
3位 南 ・高原    (志 免)

女 子A l位 下西・小島   (新 宮) 2位 宮川 。長崎   (新宮)

3位 甲木史 。大塚   (志免)

女 子 B l位 谷「]・ 森山   (宇 美)

第17回秋季庭球大会   平成 6年 10月 9日  久山町

一般男子 1位 高瀬・横山  (粕 ・篠) 2位  男沢 。中牟田 (須・志)

3位 徳永 。大司   (篠 栗)

壮 年  1位 塩谷・甲木    (志 免) 2位  田村・佐伯  (須・粕)

3位 宮原・城    (新 宮)

女 子  1位  男沢史・岩本   (志 免) 2位  橋本鈴 。原順  (志免)

3位 安達 。森山   (宇 美)

第18回秋季庭球大会   平成 7年 10月 15日  須恵町

一般男子 1位 牧元・古河    (志 免) 2位 石井・男沢  (須恵)

3位 縄田 。大司   (篠 栗)

壮 年  1位  橋口・坂本    (粕 屋) 2位 甲木・高原  (志免)

3位 田村・佐伯   (須・粕)

女 子  1位 浦上 。安達    (宇 美) 2位 谷口・森山  (宇美)

3位 橋本鈴 。大塚   (志 免)

第19回秋季ソフトテニス大会   平成 8年 10月 13日  須恵町

一般男子 1位 男沢 。男沢   (須恵) 2位  佐藤・石井   (須恵)

3位 徳永・郡島   (篠栗)

壮 年  1位 渡辺・甲木   (志 免) 2位  橋口・佐伯   (米自屋)

3位 松尾 。長崎   (新宮)

女 子  1位 柿崎 。長沼   (志 免) 2位  橋本鈴 。原順  (志免)

3位 男沢 。石橋   (須恵)

第20回秋季ソフトテニス大会   平成9年 10月 19日  久山中学校テニスコー ト

ー般男子 1位 橋本・高瀬  (志・粕) 2位 本田・深田  (新宮)

3位 男沢・岡村   (須 恵)
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壮 年

女 子

1位 橋口・壁屋

3位 松尾 。長崎

1位 松元 。相野

3位 橋本 。柿崎

2位 木下 。中田

2位 長崎 。村島

(粕屋 )

(新宮 )

(篠栗 )

(志免)

(須 。篠 )

(新・粕 )

第21回秋季ソフトテニス大会 平成10年 10月 25日  久山中学校

一般男子 1位 松山・岸本    (新 宮) 2位  横山 。大司  (篠 栗)

3位 徳永・岡村秀  (篠・須) 4位  荒巻・深田  (新 宮)

壮 年  1位 橋本・郡島   (志 ・篠) 2位  田村・佐伯  (須・粕)

3位 渡辺・甲木    (志 免) 4位  木下・中田  (須・篠)

女 子  1位 橋本 。星野   (古 賀) 2位  荒井 。長崎静  (新宮)

3位 相野・小島  (篠 。新) 4位  江口・橋本   (志 免)

女子中級 1位 清原・官野    (古 賀) 2位  梅津幸・森山  (宇美)

第22回秋季ソフ トテニス大会

一般男子 1位 荒巻・垣迫

3位 本田・深田

壮 年  1位 橋日・壁屋

3位 横山 。大司

女 子  1位 相野・男沢

3位 池部・与田

第25回秋季選手権大会

一般男子 1位 徳永・

3位 荒巻

壮 年  1位 橋口

3位 横山

女 子  1位 権田

平成 11年 10月 24日  須恵町

(新宮) 2位  徳永・牧元

(新宮) 4位  石井・岡村

(粕屋) 2位  橋本・郡島

(篠栗) 4位  田村 。佐伯

(篠・須) 2位  山崎・山崎

(須恵) 4位  帆足 。田中

(篠 。志 )

(須恵 )

(篠・志 )

(須・粕 )

(新宮 )

(宇美)

第23回秋季選手権大会   平成12年 10月 22日

一般男子 1位 徳永 。岡村秀  (篠・粕) 2位  高瀬 。牧元  (粕・志)

3位 本田・飯田   (新 宮) 4位  石井 。男沢一  (須恵)

壮 年  1位 細川 。原勝   (占 賀) 2位  横山 。大司  (篠 栗)

3位 橋本 。郡島   (志 ・篠) 4位 木下・橋日  (須・粕)

女 子  1位 松本 。松元    (篠 栗) 2位 長崎 。小島   (新宮)

3位 細川・橋本    (古 賀) 3位  男沢・石井   (須恵)

第24回秋季選手権大会   平成13年 11月 18日  久山中学校テニスコー ト

ー般男子 1位 高瀬 。男沢真  (米自。須) 2位  山下 。江崎   (宇美)

3位 徳永・岡村秀  (篠・須) 4位  薄 。北島   (古 賀)

壮 年  1位 橋口 。郡島   (粕 ・篠) 2位 西岡・城    (新 宮)

3位 木下 。大司  (須 ・篠) 4位  横山 。中田  (篠 栗)

女 子  1位  岡木 。中島   (須 。新) 2位  松本 。松元   (篠栗)

3位 権田・石堂   (新 宮) 4位  男沢 。池部   (須恵)

平成 14年 10月 13日

男沢真  (篠・須 )

岡村秀  (新・須 )

大司   (粕 屋 )

木村   (篠 。久 )

樋口   (新 宮 )

久山中学テニスコー ト

2位 山下 。江崎   (宇美)

4位 斉藤・土井中  (新宮)

2位 木下 。郡島  (須 。篠)

4位 橋本 。原    (志 免)

2位 男沢 。石井  (須・志)
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3位  北崎 。恒成 (古賀) 4位 岡本 。手島  (須・志)

第26回秋季選手権大会   平成15年 10月 19日  須恵町

一般男子 1位 佐藤・岡村秀  (須 恵) 2位 荒巻・岡村栄  (須恵)

3位 川野・森    (古 賀) 4位 吉岡 。安藤   (宇 美)

壮 年  1位  江原 。原    (古 賀) 2位 橋本・塩谷   (志免)

3位 木村・横山  (久 。篠)4位  長崎 。長崎   (新宮)

女 子  1位  園田 。池部    (須 恵) 2位 男沢・石井  (須・志)

3位 上野・田代    (志 免) 3位 逸見 。星野   (古賀)

第27回秋季選手権大会   平成16年 10月 17日

一般男子 1位 徳永 。男沢真  (篠・須)

粕屋町 サ ンレイク

2位 佐藤・岡村秀  (須恵)

4位  中村 。国繁   (新 宮 )

2位 江原 。原    (古 賀 )

3位 宮原 。長崎   (新 宮 )

2位  園田・池部   (須 恵)

4位 大谷・北崎  (古・須 )

3位  山下 。江崎

壮 年  1位 橋口 。大司

3位 橋本・郡島

女 子  1位 梅津・福嶋

3位 野寄 。川鍋

(宇美)

(粕屋 )

(志・篠)

(宇美)

(篠栗)

平成 17年 10月 16日  宇美町

岡村秀 (粕 。須)2位  薄・ 口石

有田   (須 恵)4位  百田 。牧元

大司   (粕 屋)2位  木下・縄田

広橋   (新 宮)2位  井上 。前潟

川鍋   (篠 栗)3位  園田・池部

第28回秋季選手権大会

一般男子 1位 高瀬・

3位 石井・

壮 年  1位 橋 口・

女 子  1位 権田 。

3位 野寄・

(古賀 )

(志免)

(須 。篠 )

(志免)

(須恵)

第29回秋季選手権大会   平成18年 10月 8日  宇美町

一般男子 1位 荒巻・山下    (須 恵)2位 原  ・吉永

3位 百田・石井   (志 免)4位 築地 。松田

壮年男子 1位 木下・縄田  (須 ・篠)2位 塩谷・武生

3位 横山・小日   (篠 栗)4位 古賀 。松下

一般女子 1位 野寄 。川鍋    (篠 栗)2位 園田 。池部

3位 権田・花城    (新 宮)4位 岡村 。中野

壮年女子 1位 松本 。松元    (篠 栗)2位 浦上 。安達

3位 田中 。森山   (宇 美)4位 谷口 。大場

(古賀 )

(宇美 )

(志 。古 )

(古賀 )

(須恵)

(須恵)

(宇美)

(宇美 )

第30回秋季選手権大会 (郡創立30周年記念大会)平成19年 11月 4日 新宮町

一般男子 1位 原 克・木原  (古賀) 2位 荒巻・岡村秀  (須 恵)

3位 築地

一般女子 1位 牛島

3位 落合

壮年45  1位  木下

3位 横山

壮年60  1位  塩谷

女子45  1位  古賀

。長友   (宇 美)

・甲斐  (宇 。新) 2位 鹿嶋 。松原
。新原   (志 免 )

。縄田  (須 。篠) 2位 武生 。大司

小日  (篠 栗)

甲木   (志 免) 2位 橋口 。新豊

小島  (宇 。新) 2位 逸見 。星野

(新宮)

(古・粕)

(粕屋)

(篠 。古)

-6-



第 1回春季庭球大会   S54,5,27 宇美町

一般男子 1位 薄井正博  ・鈴木格二  (篠栗 )

3位 宮原正善  ・野田幸男 (新・古 )

壮 年  1位 福田国男  ・立山忠男  (宇美 )

3位  中尾 強  ・鬼崎 将  (宇美 )

女 子  1位 新福智子  。橋本鈴子  (志免 )

3位 浜洲千鶴子 。村上文子  (宇美)

2位 木下春喜・塩谷 碩 (須恵)

3位 高橋和三 。木山  (篠 栗)

2位 田中勝蔵 。安武正照 (宇美)

3位 石森隆司 。田鍋静雄 (久山)

2位 高細  ・本原   (須 恵)

3位 福井幸子 。今井   (篠 栗)

第2回春季庭球大会

一般男子 1位
3位

壮 年  1位
3位

女 子A l位
3位

女 子 B l位
3位

第3回春季庭球大会

一般男子 1位

3位

壮 年  1位
3位

女 子A l位
3位

女 子 B l位
3位

第4回春季庭球大会

一般男子 1位
3位

壮 年  1位
3位

女 子A l位
3位

女 子 B l位
3位

第 5回春季庭球大会

一般男子 1位
3位

壮 年  1位
3位

女 子A l位

S55,6,29 志免町

穴井善美 。中牟田修身 (志免)

南 文雄 。甲木 燦  (志免)

井上泰一・井上卓二  (宇美)

福田国男・立山忠男  (宇美)

新福智子・橋本鈴子  (志免)

畠山  。前田   (須 ・久)

原田靖子・森田明子  (古賀)

倉田  ・宮崎    (古 賀)

S57,5,16 久山町

高橋・柳川  (篠栗) 2位
宮原 。石丸  (新宮) 3位
井上 。浅川  (宇美) 2位
徳田 。瀬上  (篠栗) 3位
小田・山中  (新宮) 2位
道越 。立石  (須恵) 3位
畠山 。田中  (須恵) 2位
森・岩井   (篠 栗) 3位

S58,5,22 宇美田丁

高瀬・佐伯  (粕屋) 2位
立藤 。原   (志 免)

(  ) 2位
南  ・西本  (志免 )

浦田 。橋本  (志免) 2位

・塩谷 碩 (須恵)

・柳川武士 (篠栗)

。野田 (篠・古)

。石森隆司 (久山)

。今井   (篠 栗)

・村上   (宇 美)

・梶原   (古 賀)

2位 木下春喜

3位 樋 ロー男

2位 坂 □

3位 竹林益男

2位 福井幸子

3位 浜洲

2位 船木

S56,4,26 須恵田∫

穴井 。中牟田 (志免) 2位 木下 。塩谷

南・甲木   (志 免) 3位 徳永・溝田

安武 。福田  (宇美) 2位 佐伯・定宗

田鍋 。竹林  (久山)

福井 。今井  (篠栗) 2位  中山 。前田

権丈 。宮崎 (志・須)

倉田 。神谷  (古賀) 2位 梶原 。船木

帆足・村上  (宇美)

小田・ 1頼 尾

岡松・山中

南 。中野

安武・福田

車場 。中山

松永 。安河内

帆足・渡辺

竹下 。有薗

(須恵)

(篠栗)

(粕屋)

(久山)

(古賀)

(新宮 )

(新宮)

(志 。新 )

(宇美)

(久山)

(粕屋 )

(宇美)

(  )

郡島 。中田

中村・井上

道越・元原

(篠栗 )

(宇美)

(須恵)
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第6回春季庭球大会

一般男子 1位

3位

壮 年  1位
3位

女 子A l位
3位

女 子 B l位
3位

第7回春季庭球大会

一般男子 1位
3位

壮 年  1位
3位

女 子A l位
3位

女 子 B l位
3位

第8回春季庭球大会

一般男子 1位

3位

壮 年  1位
3位

女 子A l位
3位

女 子 B l位
3位

第9回春季庭球大会

一般男子 1位

3位

壮 年  1位
3位

女 子A l位
3位

女 子 B l位
3位

S59,5,20 古賀町

土方・塩谷  (志免) 2位
南  ・甲木  (志免) 3位
川日・宮原  (新宮) 2位
竹林・石森  (久山)

合屋 。平島  (須恵) 2位
坂 口・勝手  (須恵) 3位
帆足・渡辺  (宇美) 2位
国武・池田  (宇美) 3位

S60,5,26 宇美田丁

郡島 。大司  (篠栗) 2位
男沢・梅野  (須恵) 3位
安武・井上  (宇美) 2位
田村・佐伯 (須・粕) 3位
小川 。伊原  (新宮) 2位
橋本 。原   (志 免) 3位
岩下・須藤  (須恵) 2位
国武・池田  (宇美) 3位

S61,5,25 宇美町

高橋 。男沢 (篠・須) 2位
中田 。大司  (篠栗) 3位
田村・佐伯 (須・粕) 2位
南・甲木   (志 免) 3位
坂日・山田  (宇美) 2位
橋本 。大塚 (志・須) 3位
森山 。伊藤  (宇美) 2位
須藤 。田中  (須恵) 3位

S62,5,31  新宮町

佐藤 。男沢  (須恵) 2位
高橋・郡島  (篠栗) 3位
宮原 。中村  (新宮) 2位
北島・荒木  (新宮) 3位
相野・佐伯  (篠栗) 2位
合屋・平島  (須恵) 3位
畠山・吉田  (須恵) 2位
須藤・浜洲  (須恵) 3位

3位 島田・穴井

女 子 B l位
(志免) 3位 鈴木・仲座

(  ) 2位  秋枝・森山

(古賀)

(宇美)

高橋・柳川   (篠 栗)

高瀬・佐伯   (粕屋)

安武 。松並   (宇美)

橋本・橋本   (志免)

森永 。道越   (須恵)

矢羽田 。森山  (宇美)

末永 。高野   (粕屋)

森・渡辺

木下 。田村

宮原・野田

南・西本

坂 口 。安達

中牟田 。道越

秋枝 。大場

佐伯・境

(新宮 )

(須恵)

(新・古 )

(志免)

(宇美)

(須恵)

(宇美)

(篠栗)

福吉 。渡辺

橋本 。塩谷

徳田・緒方

井上 。浅川

合屋 。平島

黒川 。原野

国武・渡辺

佐伯・深水

(新宮 )

(志免)

(篠栗 )

(宇美)

(須恵)

(粕屋 )

(宇美)

(粕・篠 )

木下 。佐伯

十時 。原

田村 。梶原

安武・浅川

町田・橋本

中牟田 。大塚

森山 。伊藤

安達・小沢

(須・粕 )

(古賀 )

(須恵)

(宇美 )

(志免)

(須恵)

(宇美)

(宇美 )
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第 10回春季庭球大会    S63,5,29 須恵町

一般男子 1位 徳永 。郡島  (篠栗) 2位 高橋 。大司   (篠 栗 )

3位 馬場 。鮫島  (宇美)

壮 年  1位 宮原・佐伯 (新・粕) 2位  田中・山口  (須 恵)

3位 井上 。萩原  (宇美)

女 子A l位 相野 。佐伯  (篠栗) 2位         (  )
3位 甲木 。橋本  (志免)

女 子 B l位  秋枝 。安達  (宇美) 2位 帆足・渡辺   (宇 美)

3位 大塚・村島  (米自屋 )

第 11回春季庭球大会   平成1年 5月 14日  須恵町

一般男子 1位         (  ) 2位  塩谷碩・甲木燦 (志免)

3位          (  )
壮 年  1位         (  ) 2位  宮原 。佐伯  (新 。粕 )

3位         (  )
女 子  1位 大塚・細田   (米自屋) 2位         (  )

3位 甲木史・橋本鈴  (志免)

第 12回春季庭球大会   平成 2年 4月 15日  須恵町

一般男子 1位          (  ) 2位  橋本 。中牟田  (志免)

3位 佐藤 。木下    (須 恵)

壮 年  1位 宮原 。佐伯   (新 ・粕) 2位 塩谷碩・甲木燦 (志免)

3位          (  )
女 子  1位 甲木史・橋本鈴  (志免) 2位         (  )

3位          (  )

第 12回春季庭球大会   平成 3年 5月 19日  中止

第 13回春季庭球大会   平成 4年 5月 24日  久山町

一般男子 1位          (  ) 2位         (  )
3位         (  )

壮 年  1位          (  ) 2位  南  。甲木燦  (志免)

3位 中牟田・高原   (志 免)

女 子  1位           (  ) 2位           (  )
3位 甲木史・橋本鈴  (  )

第 14回春季庭球大会   平成 5年 5月 23日  須恵町

一般男子 1位 石井 。男沢    (須 恵) 2位         (  )
3位 橋本 。中牟田   (志 免 )

壮 年  1位 南  ・橋本鈴   (志 免) 2位  田村・佐伯  (須・粕 )

3位    ‐    (  )
女 子A l位 甲木史 。中馬   (志 免) 2位         (  )

3位          (  )
女 子 B l位  谷口 。森山   (宇 美)
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第15回春季庭球大会   平成 6年 5月 29日  志免町

一般男子 1位 男沢・岡村    (須 恵) 2位 高瀬・徳永  (粕・篠)

3位 恒成 。池田   (新 宮)

壮 年  1位 恒成 。松尾    (古 賀) 2位  甲木 。中牟田  (志免)

3位 田村・佐伯   (須 。粕)

女 子A l位 甲木史・岩本   (志 免) 2位 長崎・小島   (新宮)

3位 安達 。斤谷   (宇 美)

女 子B l位 梅田・浜洲    (須 恵) 2位  谷口・森山  (宇 美)

3位 星野・橋本   (古 賀)

第16回春季庭球大会   平成 7年 5月 28日  宇美町

一般男子 1位 牧元・古河    (志 免) 2位 臼井・渡辺   (志 免)

3位 男沢・岡村    (志 免)

壮 年  1粒  木下 。中田  (須 ・篠) 2位  橋口 。佐伯  (粕 屋)

3位 長崎 。藤田   (宇 美)

女 子A l位 橋本鈴 。大塚   (志 免) 2位  谷日・森山  (宇 美)

3位 安達 。梅津   (宇 美)

女 子B l位 須藤 。梅田   (須 恵) 2位  伊藤・大場   (  )
3位 坂本・高野   (粕 屋)

第17回春季庭球大会   平成 8年 5月 12日  宇美町

一般男子 1位 塩谷・古河   (宇 美) 2'位 荒巻 。平山  (新宮)

3位 渡辺・牧元   (志 免)

壮 年  1位 橋本 。中牟田  (志免) 2位  長崎 。長崎   (新宮)

3位 木下・甲木  (須 。志)

女 子A l位 男沢 。大塚   (志 免) 2位  佐藤・森山  (宇美)

3位 柿崎 。樋口  (志 免)

女 子 B l位  清原 。星野   (占 賀) 2位 坂本 。高野   (粕屋)

3位 帆足・梅津   (宇 美)

第18回春季ソフトテニス大会   平成9年 4月 20日  志免町

一般男子 1位 高瀬・橋日  (粕 屋) 2位 荒巻・山本   (新宮)

3位 石井 。男沢   (須 恵)

壮 年  1位 渡辺・甲木   (志 免) 2位  佐藤 。浦上   (宇美)

3位 中牟田 。高原  (志免)

女 子A l位 荒井 。長崎   (新宮) 2位  柿崎 。橋本   (志免)

3位 男沢 。高木   (須恵)

女 子 B l位 星野・橋本   (古 賀) 2位  清原 。宮野   (古賀)

3位 原  ・甲斐   (  )

第19回春季ソフトテニス大会   平成10年 4月 19日  志免町
一般男子 1位 徳永 。男沢真  (篠・須) 2位  高瀬 。岡村涼 (粕 ・須)

3位 石井・岡村栄  (須 恵) 4位 深沢 。原   (篠 。古)

壮 年  1位 橋口・壁屋    鮮自屋) 2位 木下 。中田  (須・篠)
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3位

女 子  1位
3位

女子中級 1位

甲木 。中牟田

村島・小島

柿崎・橋本鈴

星野・宮野

(志免 )

(粕 。新 )

(志免 )

(古賀 )

4位 長崎・松尾   (新宮)

2位 長崎・荒井   (新 宮)

4位 浦上 。安達   (宇 美)

2位 村島元 。一丸  (粕屋)

第20回春季ソフトテニス大会   平成11年 6月 6日  志免総合運動公園

一般男子 1位 徳永・岡村秀  (篠・須) 2位  高瀬・岡村涼  (米自・須)

3位 中村 。中富    (新 宮) 4位  佐藤 。大塚    (須 恵)

壮 年  1位 松元 。中田   (篠 栗) 2位  横山 。大司   (篠 栗)

3位 橋本 。郡島   (志・篠) 4位  橋国 。壁屋    (糟 屋)

女 子  1位 長崎 。荒井   (新 宮) 2位  梅津・森山   (宇 美)

3位 池部 。相野   (須 ・篠) 4位  須藤 。小島   (須 。新)

第21回春季i塁 手権大会   平成12年 4月 16日

一般男子 1位 高瀬・男沢真  (粕・須)

3位 荒巻

壮 年  1位 橋本

3位  中田

女 子  1位 水田

3位 松元

(新宮 )

第23回春季選手権大会   平成 14年 5月 26日

一般男子 1位 荒巻・岡村秀  (新・須 )

3位 高瀬・岡村涼  (米自・須 )

壮 年  1位 塩谷・甲木    (志 免)

須恵町

2位 徳永 。岡村秀 (篠・須 )

4位 石井・岡村栄  (須恵)

2位 横山 。大司   (篠 栗 )

4位 江原・武生   (古 賀)

2位 浦上 。森山   (宇 美)

3位 権田・安本   (新 宮 )

・垣迫

郡島   (篠 ・志 )

木下   (篠 。須 )

本寸島    (粕 屋 )

相野    (篠 栗 )

第22回春季選手権大会   平成 13年4月 15日  志免町

一般男子 1位 高瀬 。男沢真  (粕・須) 2位  徳永・岡村秀 (篠・粕)

3位 石井・男沢 ‐ (志・須) 4位 牧元・古河   (志 免)

壮 年  1位 橋本 。大司   (志 。篠) 2位 木下・郡島  (須 。篠 )

3位 塩谷 。中田   (志 ・篠)4位  長崎 。長崎   (新 宮 )

女 子  1位 村島・相野   (粕 ・篠) 2位  園田 。岡本   (須 恵)

3位 男沢・石井   (須 。志) 4位  橋本・池部  (志・須)

3位 梅津・福嶋   (宇 美)

第24回春季選手権大会   平成15年 5月 25日

一般男子 1位 荒巻・岡村栄  (須 恵)

3位 徳永 。男沢真  (篠・須)

壮 年  1位 橋口 。大司   (粕 屋)

3位 横山・中田

女 子  1位  岡本・中島

3位 橋本・塩谷

女 子  1位  園田 。池部

志免総合運動公園

2位 木下 。男沢真

4位  薄・北島

2位 橋本 。大司

3位 田村 。佐伯

2位 石堂・石堂

3位 権田・蒲原

志免町

2位 薄 。江頭

4位 木下 。縄田

2位 横山 。中田

2位 今村 。梅津

4位 下川・恒成

(篠栗 )

(須恵)

(志免)

(須恵)

(須恵)

(古賀)

(志・篠 )

(須・粕)

(新宮 )

(新宮 )

(古賀)

(須・篠 )

(篠栗)

(宇美)

(須・志 )3位 岡本 。中島   (志 。須)

―
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第25回春季選手権大会

一般男子 1位 徳永

3位 佐藤

壮 年  1位 横山

3位 橋口

女 子  1位 梅津

3位 清原

平成 16年 5月 23日  須恵町

男沢真  (篠 。須)2位 荒巻 。岡村栄

岡村秀  (須 恵)4位  薄 。江頭

木村   (篠 ・久)2位 木下 。縄田

大司

福嶋

星野

(粕屋)

(宇美)2位 権田・福田

(古賀)

(須恵)

(古賀)

(須 。篠)

(新宮)

第26回春季選手権大会   平成17年 5月 29日  須恵町

一般男子 1位 荒巻 。岡村秀  (須恵)2位 山下 。江崎

3位 徳永 。男沢真 (篠 。須)4位 川野・森

壮 年  1位  橋回 。大司  (粕 屋)2位 木下 。縄田

3位 横山・中田  (篠 栗)

女 子  1位 梅津・福嶋   (宇 美)2位 古賀・升谷

3位 井上 。前潟   (志 免)

女子初級 1位 田中・森山   (宇 美)2位 山王・岡村

3位 高瀬優・牧元麗 (篠・須)

第28回春季選手権大会   平成19年 5月 20日  須恵町

一般男子 1位 荒巻・岡村秀  (須恵)2位 福田 。中村

3位 原  ・吉永   (古 賀)4位 淵脇 。日高

壮 年  1位 橋口 。大司  (粕 屋)2位 横山 。小日

3位 木下・中田  (須・篠)

女 子  1位 梅津・福嶋   (宇 美)2位 権田 。森田

3位 野寄 。川鍋   (篠栗)

(宇美 )

(古賀)

(須・篠 )

(宇美)

(篠・須)

第27回春季選手権大会   平成18年 5月 21日  須恵町
一般男子 1位 牟田 。東房   (新 宮)2位 百田・清木  (志免)

3位 栗原 。伊藤   (新 宮)4位 吉永 。江頭  (古賀)

壮 年  1位 木下・縄田  (須 。篠)2位 横山 。小日  (篠栗)

3位 塩谷 。橋本   (志 免)

女 子  1位 角田 。恒成   (古 賀)2位 井上・

(宇・須)

(新・須)

(篠栗)

(新・志)
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第2回夏季庭球大会    S57,7,11 久山町

一般男子 1位        (  ) 2位  穴井・塩谷

3位 橋本・溝日  (志免)

壮 年  1位         (  ) 2位  坂回・佐伯

3位 南 。西本   (志 免)

女 子A l位        (  )2位  福井 。橋本

3位 長崎 。竹下  (新宮 )

女 子 B l位  帆足・渡辺  (宇美) 2位
3位        (  )

第 1回夏季庭球大会

一般男子 1位

3位

壮 年  1位
3位

女 子A l位
3位

女 子 B l位
3位

第 3回夏季庭球大会

一般男子 1位
3位

壮 年  1位
3位

女 子A l位
3位

女 子 B l位
3位

第4回夏季庭球大会

一般男子 1位

3位

壮 年  1位
3位

女 子A l位
3位

女 子 B l位
3位

第 5回夏季庭球大会

一般男子 1位

3位

壮 年  1位

南 。甲木

井上 。浅川

安武・松本

新福・橋本

(三周年記念大会) S56,7,12 須恵町

(  ) 2位
(志免) 3位 松本 。山根

(宇美)2位
(宇美) 3位 佐伯・福田

(  ) 2位  中山 。前田

(志免)3位
(  ) 2位
(  ) 3位

S58,7,10 志免田丁

橋本・溝口  (志免) 2位
立藤 。原   (志 免 )

宮原・野田 (新・古) 2位
井上 。中村  (宇美) 3位
浦田・橋本  (志免) 2位
福井・池浦  (篠栗) 3位
秋枝・森山  (宇美) 2位
国武・池田  (宇美) 3位

S59,7,8 志免町

橋本・溝日  (志免) 2位
平井・甲木  (志免) 3位
宮原・野田 (新 。古) 2位
坂 日・佐伯 (篠 。粕 )

橋本・橋本  (志免) 2位
坂 口 。勝手  (宇美) 3位
岩下・田中  (須恵) 2位
畠山 。中牟田 (須恵) 3位

S60,7,14 志免田
]‐

高瀬 。郡島 (粕 。篠) 2位
穴井・渡辺  (志免) 3位
塩谷 。南   (志 免) 2位

郡島 。中田

南  ・西本

坂 日 。佐伯

合屋・平島

川瀬・斉藤

岩下・ 田中

帆足・渡辺

高瀬・郡島

北富・ 乙藤

南  。塩谷

合屋 。平島

前田・草場

帆足・渡辺

秋枝・森山

高橋・深水

橋本・溝口

宮原・野田

( )
( )
( )

(粕・宇)

(久山)

( )
(  )

( )

(志免)

(篠・粕)

(篠 。志 )

(篠栗)

(志免)

(篠・粕 )

(須恵)

(粕 屋)

(須恵)

(宇美)

(粕 。篠 )

(古賀)

(志免)

(須恵 )

(久山)

(宇美 )

(宇美)

(篠栗 )

(志免)

(新・古 )
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女

女

3位  田オ寸

子A l位 小川

3位 合屋

子B l位  畠山

3位 帆足

。井上 (須 。宇)

。伊原  (新宮)

。平島  (須恵)

。中牟田 (須恵)

。森山  (宇美)

3位  甲木・西本

2位 相野 。道越

3位 橋本・原

2位 境  。佐伯

3位 須藤 。犬丸

高瀬・郡島

藤田 。国崎

井上 。浅川

南 ・甲木

中牟田 。原野

合屋 。平島

山川 。森

浜洲 。梅田

(志免 )

(須恵)

(志免 )

(篠栗 )

(須恵 )

(粕・篠 )

(新 。久 )

(宇美 )

(志免 )

(須恵)

(須恵 )

(新宮 )

(須恵 )

第6回夏季庭球大会

一般男子 1位
3位

壮 年  1位
3位

女 子A l位
3位

女 子 B l位
3位

第7回夏季庭球大会

般́男子 1位
3位

壮 年  1位
3位

女 子A l位
3位

女 子 B l位
3位

新 人  1位

第8回夏季庭球大会

一般男子 1位

3位

壮 年  1位
3位

女 子A l位
3位

女 子 B l位
3位

第 9回夏季庭球大会

一般男子 1位

3位

壮 年  1位
3位

女 子  1位
3位

S61,7,27 志免町

高橋・深水  (篠栗) 2位
木下 。男沢  (須恵) 3位
宮原・野田 (新・古) 2位
田村 。佐伯 (須・粕) 3位
橋本・井原 (志 。新) 2位
坂 日・山田  (宇美) 3位
畠山 。須藤  (須恵) 2位
帆足・安達  (宇美) 3位

S62,7,12 新官 II∫

高橋・深水  (篠栗) 2位
木下・郡島 (須・篠) 3位
塩谷・甲木  (志免) 2位
宮原 。井上 (新・宇) 3位
畠山 。中牟田 (須恵) 2位
相野 。前田  (篠栗) 3位
須藤 。浜洲  (須恵) 2位
帆足・森山  (宇美)

前田 。高原  (志免) 2位

S63,7,10 志免町

高瀬 。男沢 (粕 。須) 2位
・藤田  (新宮) 3位

塩谷・甲木  (志免) 2位
田村・佐伯 (須・粕) 3位
甲木・橋本  (志免) 2位
大塚・村島  (粕屋) 3位
秋枝 。森山  (宇美) 2位
帆足 。渡辺  (宇美) 3位

平成1年 7月 30日  久山町

(  ) 2位
佐藤 。岡村秀  (須 恵)

塩谷 。甲木燦   (志 免) 2位
田村・佐伯   (須 。粕 )

甲木史 。橋本鈴  (志免) 2位
(  )

高瀬 。男沢

藤田・石丸

田村・佐伯

徳田・緒方

伊原・小島

中牟田 。大塚

国武 。大場

安武・渡辺

高橋 。深水

徳永・郡島

南  。中牟田

宮原・野田

長崎 。伊原

相野・佐伯

安達 。大場

(粕・須 )

(新宮 )

(須・粕 )

(篠栗 )

(新官 )

(須恵 )

(宇美)

(篠栗 )

(篠栗 )

(志免)

(新・古 )

(新宮 )

(篠栗)

(  )

(宇美 )
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第 10回夏季庭球大会   平成 2年 7月 8日  久山町

一般男子 1位  高瀬 。岡田   (粕 屋) 2位         (  )
3位  橋本・小南    (志 免)

壮 年  1位 塩谷碩 。中牟田  (志免) 2位         (  )
女 子  1位 大塚・細田   (粕 屋) 2位  甲木史 。橋本鈴 (志免)

第 11回夏季庭球大会   平成 3年 7月 21日  志免町

一般男子 1位 高瀬 。男沢   (米自・須) 2位         (  )
3位 橋本・小南   (  )

壮 年  1位          (  ) 2位  塩谷 。甲木   (志 免)

3位 南  。中牟田   (志 免)

女 子  1位           (  ) 2位           (  )
3位 村上・橋本鈴   (志 免)

第 12回夏季庭球大会   平成 4年 7月 19日  須恵町

一般男子 1位 高瀬 。男沢   (粕 ・須) 2位  徳永 。大司   (篠 栗)

3位 橋本・小南    (志 免)

壮 年  1位 塩谷・甲木    (志 免) 2位  南  。中牟田  (志免)

女 子  1位 長崎 。小島    (新 宮) 2位         (  )
3位  甲木史・橋本鈴  (志免)

第 13同 夏季庭球大会   平成 5年 7月 H日  志免町

一般男子 1位 波多野・原    (古 賀) 2位  臼井 。原    (志 免)

3位          (  )
壮 年  1位 甲木 。中牟田   (志 免) 2位  南  。高原   (志 免)

3位 橋本 。塩谷    (志 免)

女 子A l位 松元・細田   (篠 ・粕) 2位         (  )
3位 甲木史・中馬   (志 免 )

女 子 B l位  安達・森山

県体 予選

^般男子 1位 明石 。伊藤    (新 宮) 2位 徳永 。大司   (篠 栗 )

一般女子 1位 長崎 。皿田   (新 ・宇 )

第 14回夏季庭球大会   平成 6年 7月 31日  須恵町

一般男子 1位 恒成・丸山   (新 宮) 2位 宮原 。城    (新 宮 )

3位 梅津・岡本    (宇 美)

壮 年  1位 塩谷・甲木    (志 免) 2位  橋本 。中牟田  (志免)

3位  田村・佐伯   (須・粕 )

女 子A l位 松元 。細田   (篠 ・粕) 2位  橋本鈴 。原順  (志免)

3位 男沢史 。相野  (志・篠 )

女 子 B l位  谷日・森山   (宇 美) 2位  須藤・田中   (須 恵)

3位 梅田・濱洲    (  )
第1回県体予選

一般男子 1位 高瀬・男沢   (粕 ・須) 2位  徳永・石井  (篠・志 )
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3位 東  ・入江   (   )

第15回夏季ソフトテニス大会   平成 7年 7月 16日  志免町
一般男子 1位 臼井・甲木   (志 免) 2位 梅津・鮫嶋   (宇 美)

3位 横山 。縄田  (篠 栗)

壮 年  1位 渡辺・塩谷   (志 免) 2位 橋本 。中牟田  (志免)

3位 橋日・山本   (粕 屋)

女 子  1位 村島・細田  (粕 屋) 2位 村上 。高木   (  )
3位 浦上 。安達   (宇 美)

第2回県体予選

一般男子 1位 高瀬 。男沢  (粕 。須) 2位  徳永 。大司  (篠 栗)

3位 佐藤 。石井   (須 恵)

第16回夏季庭球大会   平成 8年 7月 28日  志免町
一般男子 1位 牧元・岡村    (志 免) 2位  梅津・鮫島   (宇 美)

3位 東  。大谷    (  )
壮 年  1位 橋口 。甲木   (粕 ・志) 2位  渡辺・塩谷   (志 免)

3位 橋本 。中牟田  (志 免)

女 子  1位 長崎 。小島   (新 宮) 2位  男沢・石井   (須 恵)

3位 浦上 。安達    (宇 美)

第3回県体予選

一般男子 1位 丸山・田端  2位  横山 。大司  3位  安永・古河

第17回夏季ソフトテニス大会   平成 9年 7月 6日  宇美町
一般男子 1位 牧元・甲木    (志 免) 2位  横山 。大司  (篠 栗)

3位 江原 。原    (古 賀) 4位  梅津・佐藤   (宇 美)

壮 年  1位 橋国 。壁屋    (粕 屋)2位  渡辺・塩谷   (志免)

3位 橋本 。中牟田  (志 免) 4位  南 。高原   (志 免)

女 子A l位 松元・皿田  (篠 ・宇) 2位  男沢史 。相野 (志 。篠)

3位 村島 。坂本   (粕 屋) 3位  佐藤 。安達   (宇 美)

女 子B l位 谷口・伊藤    (宇 美) 2位 清原・橋本   (古 賀)

3位 帆足 。森山   (宇 美) 3位  星野・宮野   (古賀)

第4回県体予選

一般男子 1位 高瀬 。男沢   (米自。志) 2位 石井 。岡村  (志・宇)

3位 徳永・岡村   (篠 。粕) 4位  佐藤 。男沢   (須 恵)

第18回夏季ソフトテニス大会   平成10年 8月 2日  宇美町
一般男子 1位 本田・国繁   (新 宮) 2位  荒巻・深田  (新 宮)

3位 深沢・岡村涼  (篠 。須) 4位 山下 。岡本   (宇美)

壮 年  1位 橋口・壁屋    (粕 屋) 2位 高野・田端   (新宮)

3位 橋本・郡島   (志 。篠) 4位  渡辺・塩谷   (志 免)

女 子  1位 村島・細田   (粕 屋) 2位 池部・石井幸  (須恵)

3位 橋本鈴 。原順  (志 免)

女子中級 1位 森山・田中   (宇 美) 2位  伊藤 。大場   (宇 美)
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3位 谷 口 。大津

第 19回 夏季ソフ トテニス大会

一般男子 1位 森寛 。大塚

3位 安永・古河

壮 年  1位 橋日・壁屋

3位 松尾 。長崎

女 子  1位 松元 。水田

3位 古賀・安達

第 6回県体予選

・般男子 1位 高瀬・男沢真

3位 石井・岡村栄

第21回夏季選手権大会

一般男子 1イt 山下 。

3位 荒巻・

壮年45  1位  細川・

lt55。 60 1イ立i  l喬 L]・

女子`15～ 3位 長崎静

女 千  1位 樋 日・

3位 松本・

(宇美)

平成 11年 7月 11日

(須恵) 2位
(志免) 3位
(粕屋) 2位
(新官) 4位

(篠・粕) 2位
(宇美) 3位

(粕・須) 2位
(須恵)4位

宇美町

山下・谷口

森慎 。中富

横山 。大司

橋本 。郡島

浦上 。升谷

池部・相野

牧元・岡村涼

徳永 。岡村秀

(宇美)

(新宮 )

(篠栗 )

(志・篠 )

(宇美)

(須・篠 )

(志・須 )

(篠 。粕 )

第20回夏季選手権 大会   平成 12年 7月 9日

一般男子 1位 荒巻・垣迫    (新 官 )

3位 薄秀・北島    (古 賀)

壮 年  1位 横山 。大司   (篠 栗)

3位  甲木・塩谷    (志 免)

女 子  1位 升谷・水田   (宇 ・粕)

3位 梅林・荒井   (新 宮 )

第7回県体予選

一般男子 1位 高瀬 。男沢真

3位 石井 。牧元

平成 13年 7月 8日

宇美町

2位 本田・深田

4位 中村 。国繁

2位 橋本・郡島

4位  中田・渡辺

2位 浦上 。森山

4位  園田・岡本

2位 徳永・岡村秀

4位 佐藤・岡村涼

宇美町

2位  岡本J涼

4位  中村 。

2位 橋本・

2位  田村・

2位  梅津・

4位  相野・

2位 徳永・

4位  佐藤・

(新宮 )

(新宮 )

(志 。篠 )

(篠 ・志 )

(宇美)

(志 ・須 )

(篠・粕 )

(須恵 )

・岡村栄 (須恵 )

国繁   (新 宮 )

大   (志 ・篠)

畠山   (須 恵 )

升谷   (宇 美)

村島  (篠・粕 )

岡村秀 (篠・粕 )

男沢   (須 恵 )

第 81可県体予選

一般男子 1位 牧元・男沢真

3位 石井 。木下

江崎

深田

原

郡島

・小島

佐々木

松元

(粕・須 )

(須・志 )

(宇美)

(新宮 )

(古賀 )

(粕 。篠 )

(新宮 )

(新宮 )

(篠栗 )

(志・須)

(志 ・須)

第22回夏季選手権大会   平成14年 6月 30日  宇美町

一般男子 1位 荒巻・岡村栄  (新・須) 2位  中村 。国繁

3位 斉藤 。深田   (新 宮) 4位  占岡 。江藤

壮有i45  1位  橋本・大司  (志 ・篠) 2位  原勝・武生

壮年55  1位  塩谷・郡島   (志 ・篠) 2位  吉野・城

女子45  1位  須藤 。相野   (須・粕) 2位  田村・畠山

女 子  1位 梅津・福嶋    (宇 美) 2位  岡本 。中島

3位 石堂・権田   (新 宮) 4位  今村 。梅津

(新官 )

(宇美 )

(古賀 )

(新宮 )

(須恵)

(須恵 )

(宇美 )
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第 9回県体予選

一般男子 1位 徳永・岡村秀  (篠 。粕) 2位 牧元・男沢真 (志 。須 )

3位  山下 。江崎    (宇 美) 4位  佐藤・男沢―  (須恵)

第23回夏季選手権大会   平成 15年 7月 6日  宇美町

一般男子 1位 荒巻・岡村栄   (須 恵) 2位  今泉・波多野  (古賀 )

3位 薄  。江頭    (古 賀)

女 子  1位 松本 。松元    (篠 栗) 2位  園田・池部   (須 恵 )

3位 野寄 。川鍋    (篠 栗 )

第 10回県体 予選

一般男子 1位 佐藤・岡村秀  (須 恵) 2位  徳永 。男沢真 (篠 ・須 )

壮年45  1位  橋口 。大司   (粕 屋 )

壮年55  1位  橋本・郡島   (志 ・篠 )

壮60。 女45 1位  田村・畠山  (須恵 )

第24回夏季選手権大会   平成 16年 7月 4日  宇美町

一般男子 1位 荒巻・岡村栄  (須恵) 2位  百田・牧元   (志 免 )

3位 薄  。
「 1石   (古 賀)

女 子  1位 梅津・福嶋   (宇 美) 2位  野寄・川鍋   (篠 栗 )

第 H回県体予選

一般男子 1位 徳永 。男沢真  (篠 。須)2位  佐藤・岡村秀  (須恵 )

一般女子 推薦によ り 松本・松元 (篠栗)に決定

壮年45  1位  橋日 。大司   (粕 屋)

壮年55  1位  横山・木下   (篠 ・須 )

60。 女45 1位  塩谷・甲木    (志 免)

第25回夏季選手権大会   平成 17年 7月 3日  宇美町

一般男子 1位 福田・鬼塚   (宇 美)2位 川野 。大楠   (古 賀)

3位 荒巻 。日高   (須 恵)

女 子  1位 井上 。前潟   (志 免)2位  園田・岡部   (須 恵)

3位 野寄 。川鍋   (篠 栗 )

第 12回県体予選

一般男子 1位 徳永・岡村  (篠・須 )

壮年45  1位  橋日 。大司   (粕 屋)

壮年55  1位  横山・木下  (篠 。須 )

女子45  1位  松本 。松元   (篠 栗 )

一般女子は参加組数1組 によ り 梅津 。福嶋 (宇美)に決定

第26回夏季選手権大会   平成 18年 7月 2日   宇美町

一般男子 1位 荒巻 。中村   (須 恵) 2位  原克 。江頭   (古 賀)

3位 福田・鬼塚   (宇 美)

女 子  1位 梅津・福嶋   (宇 美) 2位  権田 。森田  (新・志 )

3位 浦上 。安達   (宇 美 )

-18-



第 12回 県体 予選

一般男子 1位 徳永・男沢真  (篠・須) 2位  百田・岡村秀 (志・須 )

一般女子 参加組数1組 によ り 梅津 。福嶋 (宇美)に決定

壮年45  1位  橋口 。大司   (粕 屋 )

壮年55  1位  横山 。木下   (篠 ・須 )

女子45  1位  松元 。松本   (篠 栗 )

第27回夏季選手権大会   平成 19年 7月 8日  宇美町

一般男子 1位 荒巻・岡村秀  (須恵) 2位  築地 。長友   (宇 美)

3位 原  ・吉永   (古 賀 )

女 子  1位 角田・恒成   (古 賀) 2位  野寄 。川鍋   (篠 栗)

3位 権田・森田  (新・志 )

第 13回 県体 予選

一般男子 理事会にて決定  荒巻 。岡村 (須恵)百田 。男沢 (志・須 )

・般女子 理事会にて決定  梅津・福嶋 (宇美)

壮旬i45 1位  徳永・人司  (篠・粕 )

壮年55 1位  橋 ||・ 木 下  (粕・須 )

女子45 1位  井 11・ 相野  (志・粕)
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第 1回エヌワン旗争奪郡ソフ トテニス大会 平成 6年 11月 13日  須恵町

1位 須恵町  2位 新宮町  3位 粕屋町

第 2回エヌワン旗争奪郡ソフ トテニス大会 平成 7年 11月 12日  須恵町

1位 新宮町  2位 志免町  3位 須恵町

第 3回エヌワン旗争奪郡ソフ トテニス大会 平成 8年 11月 10日  須恵町

1位 志免町  2位 宇美町  3位 新宮町

第 4回エヌワン旗争奪糟屋郡ソフ トテニス大会 平成 9年 9月 7日  須恵町

1位 須恵町  2位 志免町  3位 粕屋町

第 5回エ ヌワン旗争奪糟屋郡ソフ トテニス大会 平成 10年 9月 13日  須恵町

1位 新宮町  2位 宇美町  3位 須恵町

第6回エヌワン旗争奪糟屋郡ソフ トテニス大会 平成 11年 9月 12日  須恵町

1位 志免町  2位 新宮町  3位 粕屋町

第7回ナガセケンコー旗争奪郡ソフ トテニス大会 平成 12年 11月 5日  須恵町

1位 古賀市  2位 須恵町  3位 新宮町

第8回ナガセケンコー旗争奪郡ソフ トテニス大会 平成 13年 9月 16日  須恵町

1位 古賀市  2位 志免町  3位 宇美町

第9同ナガセケンコー旗争奪郡ソフ トテニ ス大会 平成 14年 9月 22日  須恵田
l´

1位 宇美町  2位 新宮町  3位  占賀市

第 10回 ナガセケンコー旗争奪郡ソフ トテニス大会、 ヽ
「 成 15年 9月 21日  須恵町

1位 志免町  2位 篠栗町  3位 須恵町

第 11回ナガセケンコー旗争奪郡ソフ トテニス大会 平成 16年 9月 19日  須恵町

1位 志免町  2位 宇美町  3位 古賀市

第12回ナガセケンコー旗争奪郡ソフ トテニス大会 平成 17年 9月 18日  須恵町

1位 宇美町  2位 志免町  3位 須恵日I

第 13回 ナガセケンコー旗争奪郡ソフ トテニス大会 平成 18年 9月 17日  須恵町

1位 宇美町  2位 須恵町  3位 篠栗町

第 14回 ナガセケンコー旗争奪郡ソフ トテニス大会 平成 19年 8月 26日  須恵町

1位 宇美町  2位 篠栗町  3位 志免町
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第1回糟屋地区選抜イン ドア選手権大会

1位  高瀬 。男沢真  (粕・須)

3位 石井・岡村栄   (須 恵 )

平成 11年 1月 31日  粕屋 ドーム

2位 橋 口 。鹿毛   (粕 屋 )

3位 相野・小島  (篠 。新 )

第 2回糟屋地区選抜イン ドア選手権大会 粕屋 ドーム

1位  高瀬 。男沢真  (粕・須)  2位  横山 。大司   (篠 栗)

3位 本田・深田   (須 恵)  3位  相野 。男沢史 (篠 。須 )

第3回糟屋地区選抜イン ドア選手権大会

1位 徳永 。岡村栄  (篠 。須 )

3位  男沢 。岡村涼   (須 恵)

第4回糟屋地区選抜イン ドア選手権大会

1位  高瀬 。男沢真  (米自・須 )

3位 徳永・岡村秀  (篠 。須)

第5回糟屋地区選抜イン ドア選手権大会

1位 高瀬・男沢真  (粕 。須 )

3位 荒巻・岡村秀  (新・須 )

平成 13年 1月 28日  博多の森

2位 細川 。原    (古 賀 )

3位 園田 。岡本  (志・須 )

平成 14年 1月 20日  博多の森

2位 細川・原    (古 賀)

3位 松本 。松元   (篠 栗 )

平成 15年 1月 26日  博多の森

2位 橋日 。大司   (米自屋 )

4位 権田・樋 口  (新 宮 )

第6回糟屋地区選抜

1位  徳永

3位 石井

イン ドア選手権大会

。男沢真  (篠・須 )

平成 16年 1月 25日

2位 橋日 。大司

4位 園田・池部

平成 17年 1月 30日

2位 橋口 。大司

4位 梅津・福嶋

・牧元 (志免)

第7回糟屋地区選抜イン ドア選手権大会
‐

1位 原克・山口   (古 賀 )

3位 徳永 。男沢真  (篠・須 )

博多の森

(粕屋)

(須恵)

博多の森

(粕屋)

(宇美)

第8回糟屋地区選抜イン ドア選手権大会

1位 徳永・男沢真  (篠・須 )

3位  川野・江頭    (古 賀 )

第9回糟屋地区選抜イン ドア選手権大会

1位  荒巻 。岡村秀  (須恵)

3位 原  ・吉永   (古 賀 )

第10回糟屋地区選抜インドア選手権大会

平成 18年 1月 29日  博多の森

2位 松本 。松元   (篠 栗)

4位 梅津・福嶋   (宇 美)

平成 19年 1月 21日  博多の森

2位 橋日 。大司   (粕 屋)

4位 角田奈・恒成  (古賀 )

平成20年 1月 20日  博多の森

2位 橋日 。大司   (粕 屋 )

4位  井上 。相野  (志 。粕 )

1位 原克・木原

3位 荒巻・岡村秀

(古賀 )

(須恵)
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糟屋郡ソフトテニス連盟
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