
平成２４年度 福岡県高等学校ソフトテニス大会
（ 兼 全九州高等学校ソフトテニス競技大会 福岡県予選）

２０１２．５．２０
博多の森テニス競技場

男子個人の部

１（東 福 岡）坂本 ・江藤 ３３（大 牟 田）川上 ・松尾

２（有明高専）小宮 ・加地 ３４（筑 紫 台）田中 ・下大迫

３（福岡魁誠）宮脇 ・石川 ３５（小 倉 南）中河原・河田

４（大 牟 田）平田 ・調 ３６（東 福 岡）池見 ・高橋

５（小 倉 南）山内 ・藤田 ３７（直 方）篠原 ・大多良

６（福岡工業）武本 ・花田 ３８（伝 習 館）山田 ・江﨑

７（八女工業）佐藤 ・前嶋 ３９（城 南）和泉 ・吉森

８（鞍 手）藤崎 ・栗田 ４０（青 豊）有久 ・山下

９（大 牟 田）諌山 ・行德 ４１（東 福 岡）廣瀬 ・野村

１０（福工大城東）兒嶋 ・小宮 ４２（久留米商業）鶴 ・緒方

１１（八 幡）山下慶 ・山下慧 ４３（筑 紫 台）山井 ・豊田

１２（稲築志耕館）樋口 ・小野 ４４（真 颯 館）森永 ・高橋

１３（筑 紫 台）那須野・松本 ４５（大 牟 田）井之上・梅村

１４（久留米商業）近藤 ・森藤 ４６（福岡魁誠）手島 ・渡邊

１５（新 宮）東 ・小林 ４７（南 筑）和田 ・藤原

１６（真 颯 館）坂本 ・森 ４８（直 方）大島 ・濱田

１７（大 牟 田）黒木 ・石本 ４９（東 福 岡）水場 ・田中

１８（福岡工業）山木 ・園木 ５０（浮羽工業）石井 ・河内

１９（筑 紫 台）冨永 ・吉竹 ５１（北 筑）森 ・小野

２０（青 豊）久恒 ・若山 ５２（鞍 手）堀 ・一木

２１（東 福 岡）田島 ・前野 ５３（久留米商業）江藤 ・溝田

２２（久留米商業）田代 ・緒方 ５４（九州産業）牟田 ・瀬戸口

２３（修 猷 館）松本 ・貴島 ５５（福岡工業）田中 ・濵地

２４（嘉 穂）江頭 ・廣瀬 ５６（門司大翔館）太田 ・盛田

２５（福岡魁誠）田平 ・遠藤 ５７（大 牟 田）吉冨 ・川原

２６（浮羽工業）木下 ・秦 ５８（筑 紫 台）椎葉 ・吉田

２７（小 倉 南）酒井 ・松岡 ５９（朝倉光陽）倉光 ・梅尾

２８（浮羽究真館）浦 ・古賀 ６０（東 福 岡）佐藤 ・西田

２９（嘉 穂 東）笹栗 ・阿南 ６１（小 倉 南）永野 ・縄田

３０（筑 紫）井本 ・原山 ６２（・ 誠）飯田 ・半田

３１（八女工業）宮川 ・山口 ６３（福 岡）森田 ・天野

３２（真 颯 館）小松 ・椎野 ６４（筑 豊）岡田 ・原田



平成２４年度 福岡県高等学校ソフトテニス大会
（ 兼 全九州高等学校ソフトテニス競技大会 福岡県予選）

２０１２．５．２０
博多の森テニス競技場

女子個人の部

１（中村学園女子）相野 ・久連松 ３３（久留米商業）鷹巣 ・阿津坂

２（福 翔）北岡 ・村山 ３４（福 翔）倉富 ・大谷

３（博 多 女 子）牛崎 ・山本華 ３５（北九州高専）熊本 ・金子

４（浮羽究真館）古岡 ・永井 ３６（博 多 女 子）松田 ・羽吹

５（青 豊）作田 ・木村 ３７（直 方）工藤 ・西田

６（筑紫女学園）梶榮 ・鹿野 ３８（浮羽究真館）堀江里 ・堀江真

７（久留米商業）廣重 ・重野 ３９（福 岡 魁 誠）豊田 ・長内

８（近畿大学福岡）岡本 ・中山 ４０（折 尾）一木 ・清田

９（ありあけ新世）三嶋 ・竹元 ４１（中村学園女子）若田 ・中田

１０（福岡大学若葉）濱田 ・大隈 ４２（ありあけ新世）椛島 ・家入

１１（門司大翔館）古野 ・洲上 ４３（福 翔）深見 ・牧川

１２（田 川）廣田・佐々木 ４４（小 倉 南）江口 ・諫山

１３（中村学園女子）森田 ・安部 ４５（伝 習 館）西原 ・高山

１４（朝 倉）梶原 ・兵道 ４６（福 岡 西 陵）長谷川・横田

１５（福 岡 魁 誠）湯田 ・藪井 ４７（博 多 女 子）山本彩・今任

１６（小 倉 南）辻 ・迫内 ４８（近畿大学福岡）柴田紗 ・神崎

１７（大 牟 田）仲野明 ・仲野未 ４９（中村学園女子）日向 ・松本

１８（香 椎）多田隈・松永 ５０（福 翔）平湯 ・梅野

１９（福 翔）大城 ・尾籠 ５１（北九州市立）和田 ・奥薗

２０（青 豊）茂呂田・奥村 ５２（近畿大学福岡）立川 ・小嶋

２１（中村学園女子）小路 ・越智 ５３（朝 倉）吉本 ・田中

２２（久留米商業）稲益 ・溝口 ５４（筑紫女学園）榎田 ・川﨑

２３（門司大翔館）舛巴 ・長野 ５５（福工大城東）西山 ・西郷

２４（近畿大学福岡）北村 ・榊田 ５６（小 倉 南）三原 ・藤本

２５（中村学園女子）百田 ・天満 ５７（大 牟 田）藤 ・南

２６（博 多 女 子）長郷 ・佐野 ５８（青 豊）中村 ・大森

２７（折 尾）近藤 ・安井 ５９（博 多 女 子）内野 ・渡辺

２８（朝 倉 東）栗木 ・石井 ６０（福 岡 魁 誠）嶋里 ・西山

２９（近畿大学福岡）藤嶋 ・小田本 ６１（折 尾）白木 ・下垣

３０（筑 紫 台）山中 ・今泉 ６２（久留米商業）坂本 ・浦川

３１（宇 美 商 業）古垣 ・有馬 ６３（福岡女子商業）奥村 ・城戸

３２（東 筑）花岡 ・川久保 ６４（近畿大学福岡）古川 ・柴田真


