
団体戦の2回戦までは２－０で勝敗が決まっても３人目まで試合を行う。

21 アトラス卓球クラブ　D

1,2 7,8

3 二瀬中学校　B 22 穂波西中学校　B

第17回　飯塚市民総合体育大会（卓球競技の部）

男子団体
R4.8.20 飯塚第一体育館

1 R-Ⅱ A 20 FIC A

2 飯塚第一中学校　D

4 嘉穂東高校　D 23 飯塚第一中学校　A

11,12

5 アトラス卓球クラブ　C 24 嘉穂東高校　B

6 FIC B 25 飯塚第一中学校　F

13,14

7 穂波西中学校　A 26 飯塚第二中学校　D

8 鎮西中学校　B 27 二瀬中学校　A

3,4

9 飯塚第二中学校　A

15,16

12 鎮西中学校　A 30 穂波東中学校

28 筑豊卓楽会

10 DAICS

11 嘉穂東高校　A 29 二瀬卓球

13 飯塚第一中学校　B 31 飯塚第一中学校　E

17,18

14 アトラス卓球クラブ　B 32 R-Ⅱ B

15 飯塚第二中学校　C 33 TEAM-P’

19,20

16 R-Ⅱ C

より内側(3回戦以上）の試合は5セットマッチ（3セット先取）で試合。2ポイント先取で勝利。

より外側（2回戦以下）の試合は3セットマッチ（2セット先取）で試合。

36 鎮西中学校　C

19 ぷらむ 37 アトラス卓球クラブ　A

34 嘉穂東高校　C

17 飯塚第一中学校　C 35 飯塚第二中学校　B

5,6 9,10

18 嘉穂東高校　E



R4.8.20 飯塚第1体育館

団体戦の2回戦までは２－０で勝敗が決まっても３人目まで試合を行う。

第17回　飯塚市民総合体育大会　（卓球競技の部）

女子団体

1 R-Ⅱ 12 DAICS

鎮西中学校　C

21,22 27,28

3

2 飯塚第一中学校　C 13

穂波西中学校　B 14 飯塚第一中学校　E

4 穂波東中学校　C

15 穂波東中学校　A23,24

5 鎮西中学校　A

16 庄内中学校

7 二瀬中学校　A 17 穂波西中学校　A

6 飯塚第一中学校　A

8 嘉穂東高校　B

鎮西中学校　B

18 飯塚第一中学校　D

9 飯塚第一中学校　B 19 穂波東中学校　B

より内側(3回戦以上）の試合は5セットマッチ（3セット先取）で試合。2ポイント先取で勝利。

より外側（2回戦以下）の試合は3セットマッチ（2セット先取）で試合。

20 二瀬中学校　B

11 飯塚第二中学校 21 嘉穂東高校　A

25,26 29,30

10



64 吉松　一樹 （アトラス卓球クラブ） 128 小野　高史 （FIC)

63 127

62 黒木　藍空 （飯塚第二中学校) 126 西村　涼佑 （飯塚第二中学校)

61 森　健太 （嘉穂東高校) 125 川浦　聡太 （飯塚第一中学校)

60 香月　響稀 （穂波西中学校) 124 加茂　大空 （嘉穂東高校)

59 安藤　凰雅 （飯塚第一中学校) 123 佐々木　武龍 （鎮西中学校)

58 深見　環太 （二瀬中学校) 122 久保田　優人 （二瀬中学校)

57 金海　望夢 （DAICS) 121 芳中　憲之介 （TEAM-P’)

56 繁田　征希 （筑豊卓楽会) 120 後藤　謙太郎 （R-Ⅱ)

55 篠原　未来 （鎮西中学校) 119 丸林　祐介 （穂波西中学校)

54 寺濱　拓翔 （飯塚第二中学校) 118 小山田　大峨 （飯塚第二中学校)

53 陣上　大樹 （二瀬卓球) 117 大石　謙作 （二瀬卓球)

52 喜多　創 （嘉穂東高校) 116 高本　吏 （飯塚第一中学校)

51 上田　誠真 （飯塚第一中学校) 115 髙田　誠太郎 （嘉穂東高校)

50 114  金井田　那凰  （鎮西中学校)

49 山本　龍聖 （R-Ⅱ) 113 川上　斗愛 （アトラス卓球クラブ）

48 木庭　駿斗 （ぷらむ。) 112 川上　世愛 （アトラス卓球クラブ）

47 111 竹下　勲 （ぷらむ。)

46 靏我　淳平 （穂波西中学校) 110 石田　敬大 （鎮西中学校)

45 高崎　優太 （嘉穂東高校) 109 津野　聡太 （FIC)

44 芳中　孝志朗 （TEAM-P’) 108 阿部　蓮音 （嘉穂東高校)

43 吉武　伸朗 （飯塚第一中学校) 107 内野　祥希 （飯塚第二中学校)

42 柴田　哩玖 （二瀬中学校) 106 樋口　徠輝 （二瀬中学校)

41 浅野　通 （アトラス卓球クラブ） 105 梅木　悠真 （飯塚第一中学校)

40 平元　将樹 （R-Ⅱ) 104 稻田　創士 （嘉穂東高校)

39 西原　碧寿 （鎮西中学校) 103 本多　光葵 （穂波東中学校)

38 加藤　陽斗 （飯塚第二中学校) 102 矢野　春陽 （穂波西中学校)

37 日隈　智春 （飯塚第一中学校) 101 倉智　朋希 （アトラス卓球クラブ）

36 藤嶋　竜乃介 （穂波東中学校) 100 大和　祐須紀 （飯塚第一中学校)

35 郷　然生 （嘉穂東高校) 99 小野　亮太 （飯塚第二中学校)

34 98

33 渕上　憲隆 （FIC) 97 河上　貴志 （R-Ⅱ)

32 佐藤　巧 （ぷらむ。) 96 吉開　宏彰 （アトラス卓球クラブ）

31 95

30 太田　智也 （飯塚第二中学校) 94 森山　湊大 （飯塚第二中学校)

29 内藤　孝心 （嘉穂東高校) 93 林田　惠晴 （飯塚第一中学校)

28 瓜生　圭伸 （穂波西中学校) 92 境　将汰 （嘉穂東高校)

27 空閑　陸 （飯塚第一中学校) 91 青柳　亮佑 （飯塚第一中学校)

26  末松　栞太  （穂波東中学校) 90

25  丸山　温人  （嘉穂東高校) 89 矢野　蒼大 （DAICS)

24 永末　大峨 （鎮西中学校) 88 津野　豊 （FIC)

23 進　琉唯 （飯塚第一中学校) 87 岡井　愛凰 （鎮西中学校)

22 今畑　蒼空 （二瀬中学校) 86 青栁　潤也 （穂波西中学校)

21 柴田　望亜 （アトラス卓球クラブ） 85 加来　柊月 （飯塚第一中学校)

20 84 田中　友規 （筑豊卓楽会)

19 德永　明柊 （嘉穂東高校) 83 花田　壮優 （二瀬中学校)

18 中村　虹陽 （飯塚第二中学校) 82

17 松野　健司 （R-Ⅱ) 81 高山　心紋 （嘉穂東高校)

16 中嶋　大 （DAICS) 80 和田　一毅 （TEAM-P’)

15 79 野見山　瑛斗 （飯塚第一中学校)

14 村上　快仁 （飯塚第一中学校) 78 舞野　直晃 （穂波東中学校)

13 中嶋　英雄 （アトラス卓球クラブ） 77 関　太守 （二瀬卓球)

12 田中　董絢 （飯塚第二中学校) 76 前田　大輝 （嘉穂東高校)

11 早麻　義教 （嘉穂東高校) 75 平嶋　瑚太郎 （二瀬中学校)

10 松岡　絆吏 （二瀬中学校) 74 川上　侑也 （飯塚第二中学校)

9 白石　優 （FIC) 73 川崎　由宇 （アトラス卓球クラブ）

8 林　健人 （筑豊卓楽会) 72 伊藤　諒 （嘉穂東高校)

7 永嶋　暉貴 （鎮西中学校) 71 杉邨　洸太 （飯塚第二中学校)

6 肥本　颯太郎 （嘉穂東高校) 70 坂口　大河 （鎮西中学校)

5 東　皇介 （アトラス卓球クラブ） 69 手嶋　凌 （R-Ⅱ)

4 瓜生　昌弘 （TEAM-P’) 68 小西　亮太郎 （アトラス卓球クラブ）

3 吉田　颯心 （飯塚第一中学校) 67 杉坂　瑛太 （飯塚第一中学校)

2 66

第17回　飯塚市民総合体育大会　（卓球競技の部）

男子シングルス R4.8.20 飯塚第1体育館

1 太田　勇一郎 （R-Ⅱ) 65 梅津　仁希 （ぷらむ。)

より内側（2回戦以上）の試合は5セットマッチ（3セット先取）で試合。2ポイント先取で勝利。

より外側（1回戦）の試合は3セットマッチ（2セット先取）で試合。



R4.8.20 飯塚第1体育館

36  野見山　七海  （DAICS) 72 大里　心愛 （R-Ⅱ)

小山　祐香莉 （鎮西中学校)

35 岩西　怜華 （穂波東中学校) 71 花田　朱夏 （穂波西中学校)

34 髙尾　星奈 （鎮西中学校) 70

33 佐々木　波香 （飯塚第一中学校) 69 藤田　ひまり （穂波東中学校)

奥家　優空 （飯塚第一中学校)32 田中　徠夢 （穂波西中学校) 68

31 村瀬　優奈 （鎮西中学校) 67 山本　菜摘 （嘉穂東高校)

岩下　桜花 （穂波東中学校)30 大場　優亜 （二瀬中学校) 66

29 綱分　あい （飯塚第一中学校) 65 花田　真菜 （二瀬中学校)

森　日南 （DAICS)28 小野　宙奈 （嘉穂東高校) 64

27 村上　愛奈 （穂波東中学校) 63 清田　結 （庄内中学校)

岩川　美和 （鎮西中学校)26 小野　海美 （穂波西中学校) 62

25 待野　めい （飯塚第一中学校) 61 今吉　紗愛 （飯塚第一中学校)

恒吉　琴羽 （穂波東中学校)24 野見山　怜奈 （庄内中学校) 60

23 矢津田　莉乃 （嘉穂東高校) 59 黒澤　美平 （嘉穂東高校)

肥本　陽葵 （穂波西中学校)22 日下部　未桜 （鎮西中学校) 58

平山　夕貴 （飯塚第一中学校)

21 星野　真菜美 （飯塚第一中学校) 57 和田　明奈 （二瀬中学校)

20 小山　菫 （穂波東中学校) 56

大石　紺菜 （鎮西中学校)19 今泉　優風 （飯塚第二中学校) 55

18 小野　芽衣 （TEAM-P’) 54 須尭　智香 （飯塚第一中学校)

山本　そな汰 （穂波西中学校)

17 灘井　梨桜奈 （庄内中学校) 53 江藤　亜倖 （飯塚第二中学校)

16 岩下　明愛 （穂波東中学校) 52

15 新原　光莉 （二瀬中学校) 51 大塚　瞹璃 （二瀬中学校)

森　日和 （DAICS)14 矢野　徠華 （穂波西中学校) 50

13 赤川　楓優華 （嘉穂東高校) 49 龍薗　紗 （飯塚第一中学校)

黒岩　美羽 （鎮西中学校)12  髙浪　和花  （鎮西中学校) 48

11 蜷川　さくら （飯塚第一中学校) 47 　凪紗 （穂波東中学校)

安藤　小春 （嘉穂東高校)10 畑中　ふみ （R-Ⅱ) 46

9 野見山　萌衣 （二瀬中学校) 45 平元　亜樹 （R-Ⅱ)

日高　鈴菜 （二瀬中学校)8 星野　結衣 （飯塚第一中学校) 44

7 大里　真心姫 （穂波東中学校) 43 佐藤　心愛 （飯塚第一中学校)

野見山　祐奈 （庄内中学校)6 久冨　愛莉 （DAICS) 42

5 井上　楓 （嘉穂東高校) 41 山下　倫加 （飯塚第二中学校)

藤本　陽愛 （飯塚第一中学校)4 新原　舞 （鎮西中学校) 40

3 土村　心春 （飯塚第一中学校) 39 江島　凛 （鎮西中学校)

2 青山　明紗 （二瀬中学校) 38 関根　乃愛 （穂波東中学校)

第17回　飯塚市民総合体育大会　（卓球競技の部）
女子シングルス

1  一ノ瀬　里菜  （FIC) 37 山口　結里愛 （嘉穂東高校)

より内側（2回戦以上）の試合は5セットマッチ（3セット先取）で試合。2ポイント先取で勝利。

より外側（1回戦)の試合は3セットマッチ（2セット先取）で試合。


