
第 22 回 こぞのえスポーツ一般卓球大会 

 

 標記大会を以下の要項にて開催致しますので、多数の選手のご参加を心より 

お待ちしております。 

 
1.主催    こぞのえスポーツ㈱ 

 

2.期日     1 月 23 日（日） 8 時 15 分開館・受付  9 時 試合開始 

 

3.会場    こぞのえスポーツ卓球場 816-0864 福岡県春日市須玖北 9-40 

 

4.種目     ①シングルス A 級   ②シングルス B 級  ③シングルス C 級 

            （定員 3 種目合計 100 名、全て男女混成とします） 

         ※参加者が少ない場合、合同で行う場合があります。 

 

5.ルール   日本卓球協会現行ルールに準じて行う。 

 
6.使用球   ニッタクプラ 3 スタープレミアム 

 

7.参加費   1 名 1,000 円   ※当日お支払い下さい。 

 

8.表彰    各種目 3 位まで表彰 

 
9.申込期限  1 月 19 日（水）までに別紙大会参加申込書にて下記住所へ郵送、又は下記 

番号に FAX でお願いします。※100 名に達した時点で受付終了となります。 

 
10.注意事項 駐車場には限りがあります。満車の場合はお近くの駐車場をご利用ください。 

感染症対策を取りながら運営してまいります。 

ご協力宜しくお願い致します。 

※当日、熱の出た方は参加をご遠慮ください。 

         ※中止になる場合がございます。その際はお電話にてご連絡いたします。 

 

2021 年 12 月 19 日 

                    こぞのえスポーツ株式会社 

                              816-0864 福岡県春日市須玖北 9-40  

                              TEL 092-573-5208 FAX092-588-6502 
 



こぞのえスポーツ卓球大会(一般の部) 栄光の記録
大会名 開催日 種目 優勝 準優勝 3位 3位

第1回 令和元年5⽉6⽇ 男⼦シングルス ⽵尾(⻄⽇本⼯大) 江⼝(豊前JTC) 原⽥(宇⼟クラブ) ⼾次(個⼈)
ニッタク杯 ⼥⼦シングルス 深川(個⼈) ⼾次(こぞのえ卓球) ⾼倉(豊前JTC) 岡⽥(宇⼟クラブ)

男⼦ダブルス 深川・⾅⽥(⾕⼝・⾹椎) 宗・本⽥(春⽇クラブ) ⽵尾・芝⽥(⻄⽇本⼯大) ⼾次・ﾓﾝﾀﾆｮ(個⼈)
⼥⼦ダブルス ⾼倉・⼭⼝(豊前JTC) 岡⽥・⼾次(宇⼟・こぞのえ) ⼭根・梅本(こぞのえ卓球) 堀川・⾦⽥(こぞのえ卓球)

第2回 令和元年9⽉29⽇ 男⼦シングルス ⼾次（ロケット団） 村中（フォーカス） 大浦（ばーばりあんず） 有延（フォーカス）
⼥⼦シングルス 梅本（こぞのえ卓球） ⼭⽥（こぞのえ卓球） 佐藤（こぞのえ卓球） 松井（こぞのえ卓球）
男⼦団体 フォーカス ばーばりあんず ロケット団 こぞのえ卓球A

第3回 令和元年12⽉22⽇ 男⼦シングルスA級 中島（個⼈） ⼭根（⻄南学院大） 佐藤（こぞのえ卓球） 増⽥（個⼈）
男⼦シングルスB級 緒方（敦）（ひのくにJC）緒方（聖）（ひのくにJC) 刀根（姪浜ピンポン） 桑原（春⽇⾼校）
男⼦シングルスC級 荒巻（一安卓球） ⼩松原（福岡常葉⾼校） 坂⽥（福岡常葉⾼校） 河本（こぞのえ卓球）
⼥⼦シングルスA級 ⼭⽥（こぞのえ卓球） 佐藤（こぞのえ卓球） 新原（海星⼥⼦⾼）
⼥⼦シングルスB級 川添（海星⼥⼦⾼） 髙野（宗像⾼） ⽥中（福岡舞鶴⾼） 藤島（AKAMAクラブ）
⼥⼦シングルスC級 岩坪（海星⼥⼦⾼） 一安（一安卓球） 鍛冶（STC）

第4回 令和2年3⽉29⽇ 男⼦シングルスA級 大浦（ロケット団） ⼾次（ロケット団） 荒⽊（荒⽊卓球クラブ） 篠原（ロケット団）
ニッタク杯 男⼦シングルスB級 酒井（アカシア） 城⼾（こぞのえ卓球） 阿部（インフィニティ） 川越（FOTTA)

⼥⼦シングルスA級 栗⼭（こぞのえ卓球） 栗⼭（福岡⼥学院） ⼭⽥（こぞのえ卓球） ⼭⼝（唐津五中）
⼥⼦シングルスB級 藤本（松崎中） ⼭⽥（福岡⼥学院） 豊増（こぞのえ卓球） 佐藤（こぞのえ卓球）

第5回 令和2年7⽉12⽇ シングルスA級 ⼩早川（FOTTA) 栗⼭（こぞのえ卓球） 重村（関⻄学院大） 荒⽊（荒⽊卓球クラブ）
シングルスB級 船越（こぞのえ卓球） 堀川（森卓球塾） 荒⽊（うさぎとかめ） 伊東（MONSTER)
シングルスC級 中島（福岡卓楽会） 本⽥（MANTORA) 礒部（MANTORA） 中浦（あかつき）

第6回 令和2年8⽉30⽇ シングルスA級 ⼩早川（FOTTA) 栗⼭（こぞのえ卓球） 船越（こぞのえ卓球） 荒⽊（荒⽊卓球クラブ）
ティバー杯 シングルスB級 栗⼭（福岡⼥学院⾼） 堀川（森卓球塾） ⼭本（セゾンドール） 伊東（MONSTER)

シングルスC級 荒⽊（南筑⾼） ⼭⽥（福岡⼥学院⾼） 尾道（こぞのえ卓球） 刀根（ラバーズ）
第7回 令和2年9⽉27⽇ シングルスA級 荒⽊（荒⽊卓球） 秋⽥（九産大） 増⽥（増⽥ブラザーズ） 本⽥（春⽇クラブ）

シングルスB級 平川（⾼）（うさぎとかめ） 本⽥（mantora） 平川（祐）（うさぎとかめ）中島（福岡卓楽会）
シングルスC級 磯部（Flap） 石川（博多卓球クラブ） ⾼崎（mantora） 別府（個⼈）

第8回 令和2年10⽉25⽇ シングルスA級 佐々⽊（⽚⼭卓球） 荒⽊（荒⽊卓球） ⼾次（大野城アカデミー） ⼩川（⽚⼭卓球）
シングルスB級 ⾜⽴（荒⽊卓球） 吉⽟（Flap） 吉川（大野城アカデミー） 井上（大野城アカデミー）
シングルスC級

第9回 令和2年11⽉29⽇ シングルスA級 本⽥（春⽇クラブ） 伊藤（モンスター） 船越（こぞのえ卓球） ⽇笠⼭（こぞのえ卓球）
シングルスB級 ウイリアムス（⼋⼥商） 平川（た）（うさぎとかめ） 祝（春⽇⾼） 江崎（うざきとかめ）
シングルスC級 堀川（春⽇クラブ） 中浦（AKATSUKI） 塚原（久保泉クラブ） ⻄村（春⽇クラブ）

第10回 令和3年1⽉10⽇ シングルスA級 重村（関⻄学院大学） 荒⽊（荒⽊卓球クラブ） ⼾次（大野城アカデミー） ⼩川（⽚⼭卓球）
シングルスB級 平川（うさぎとかめ） 吉⽟（Flap） 中島（福岡卓楽会） 大野（うさぎとかめ）
シングルスC級 増永（福翔⾼校） ⾜⽴（荒⽊卓球クラブ） 織⽥（mantora） ⻑尾（mantora）

第11回 令和3年2⽉28⽇ シングルスA級 ⼭⼝（稲中卓球部） 泊（稲中卓球部） 韓（福岡⼥学院⾼） 船越（こぞのえ卓球）
シングルスB級 井上（大野城アカデミー）上園（大野城同好会） ⾼良（稲中卓球部） ⼭本（フォレストTTC）
シングルスC級 永⽥（mantora） 那須（mantora） ⾼崎（mantora） ⻑尾（mantora）

第12回 令和3年3⽉28⽇ シングルスA級 原⼝（桜花TTC） 本⽥（春⽇クラブ） 池内（大濠⾼） ⽇笠⼭（こぞのえ卓球）
シングルスB級 梅津（ぷらむ。） ⼭本（フォレストTTC） 村上（福岡常葉⾼） 本⽥（mantora）
シングルスC級 太⽥（福翔⾼） 福⽥（個⼈） 織⽥（mantora） ⼭⽥（大濠⾼）

第13回 令和3年4⽉25⽇ シングルスA級 ⼾次（大野城アカデミー）船越（こぞのえ卓球） 井上（大野城アカデミー） 本⽥（春⽇クラブ）
シングルスB級 上園（大野城同好会） 辻（博多卓球） 江崎（うさぎとかめ） 本⽥（mantora）
シングルスC級 森（mantora） 吉⽥（⻄南学院⾼） ⼩⾕（付属中） 横尾（姪浜ピンポン）

第14回 令和3年5⽉23⽇ シングルスA級 ⼩早川（大野城アカデミー） 松尾（福岡常葉⾼） 本⽥（春⽇クラブ） 村上（福岡常葉⾼）
シングルスB級 松元（Infinity） 井上（ぷらむ。） 阿部（Infinity） 諏訪部（福翔⾼）
シングルスC級 吉⽥（平成三⽥会） 近藤（春⽇クラブ） ⻤丸（ぷらむ。） ⼭下（福翔⾼）

第15回 令和3年6⽉27⽇ シングルスA級 古野（⻄南学院大） ⽇笠⼭（こぞのえ卓球） 梅井（⾕⼝卓球クラブ） 篠原（⻄南学院大）
シングルスB級 佐藤（Flap） 中島（福岡卓楽会） 勝原（修猷館⾼） 石橋（⻄南学院大）
シングルスC級 有村（ALL SPIN） ⼭根（ALL SPIN） 原⼝（大野城同好会） 村⽥（TTC)

第16回 令和3年7⽉25⽇ シングルスA級 原⼝（桜花TTC） 平川（うさぎとかめ） 本⽥（春⽇クラブ） 中島（福岡卓楽会）
シングルスB級 井上（ぷらむ。） 勝原（修猷館⾼） 松元（Infinity） 増永（福翔⾼）
シングルスC級 吉福（ぷらむ。） 横尾（慎）（姪浜ピンポン） 原⼝（大野城同好会） ⼭⼝（ALL SPIN）

第17回 令和3年8⽉29⽇ シングルスA級 秋⽉（） 本⽥（春⽇クラブ） 中島（福岡卓楽会） ⽥畑（）
ニッタク杯 シングルスB級 上園（大野城同好会） 堀川（春⽇クラブ） 吉⽟（Flap） 神⽥（大野城同好会）

レーティング シングルスC級 川上（二⽇市TTC） 原⼝（大野城同好会） 藤本（Flap） ⽥中（球卓会）
第18回 令和3年9⽉26⽇ シングルスA級 隠⽥（三輪クラブ） 井上（ぷらむ。） 佐藤（Flap） ⼭⼝（大野城アカデミー）

シングルスB級 阿部（Infinity） 桐原（Flap） 永⽥（mantora） 関島（春⽇クラブ）
シングルスC級 ⼋鍬（ステアーズ） 石原（ぷらむ。） 碩（大濠⾼） 成富（一安卓球）

第19回 令和3年10⽉24⽇ シングルスA級 ⼾次（大野城アカデミー）松原（森卓球塾） 本⽥（春⽇クラブ） 坂井（ニッタク）
シングルスB級 本⽥（mantora） 柴⽥（ぷらむ。） 井上（福岡卓楽会） 上園（大野城同好会）
シングルスC級 森（大野城アカデミー） 友廣（福岡常葉⾼） ⻑岡（Flap） ⼩道（姪浜ピンポン）

第20回 令和3年11⽉28⽇ シングルスA級 本⽥（春⽇クラブ） 穴井（大野城アカデミー） 吉⽟（Flap） 佐藤（mantora）
シングルスB級 清水（こぞのえ卓球） 松永（個⼈） 福島（⾹椎卓球クラブ） 井上（卓楽会）
シングルスC級 河⼝（春⽇⾼校） 関（姪浜ピンポン） 横尾（正）（姪浜ピンポン） 桑野（宇美商業⾼校）

第20回 令和3年12⽉19⽇ シングルスA級 荒巻（一安卓球） 本⽥（春⽇クラブ） 吉⽟（Flap） 佐藤（mantora）
シングルスB級 堀川（春⽇クラブ） 本⽥（mantora） 永⽥（mantora） 上園（大野城同好会）
シングルスC級 合原（一安卓球） 有⽥（一安卓球） 宇都宮（福岡常葉⾼校） 近藤（春⽇クラブ）

第21回 令和4年1⽉23⽇ シングルスA級
シングルスB級
シングルスC級



第22回　こぞのえスポーツ一般卓球大会申込書

開催日  1月23日（日）                     申し込み期限  1月19日（水）

又は定員100名に達するまで

個人戦 種目番号 選手名 個人戦 種目番号 選手名

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

参加費

個人　（　　　）名×1,000円=

チーム名 申し込み責任者

TEL FAX

住所


