
男子個人の部

１（東 福 岡）水場 ・西津 ４１（青 豊）徳光 ・若山

２（稲築志耕館）高森 ・前田 ４２（福 岡）天野 ・森田

３（大 牟 田）吉田 ・山見 ４３（朝 倉 東）田中 ・品川

４（朝 倉）秦 ・飯倉 ４４（南 筑）和田 ・山口

５（青 豊）長尾 ・小畑 ４５（東 福 岡）佐藤 ・野村

６（鞍 手）真﨑 ・中嶋 ４６（久留米商業）荒木 ・大澤

７（福工大城東）平城 ・本村 ４７（自由ヶ丘）高宗 ・松水

８（筑 紫 台）山井 ・下大迫 ４８（城 南）安達 ・中村

９（自由ヶ丘）小島 ・大和 ４９（朝倉光陽）梅尾 ・井上

１０（久留米商業）近藤 ・森藤 ５０（鞍 手）大村 ・藤﨑

１１（門司大翔館）山本 ・岡田 ５１（筑 紫 台）田中 ・吉竹

１２（八 女）中島 ・大塚 ５２（北九州高専）江上 ・高木

１３（福岡魁誠）大野 ・中村 ５３（福工大城東）兒嶋 ・坂井

１４（福岡工業）山木 ・園木 ５４（久 留 米）角沖 ・野田

１５（大 牟 田）黒木 ・梅村 ５５（田 川）大和 ・平原

１６（福大大濠）平井 ・岩永 ５６（八 幡）山下 ・清川

１７（真 颯 館）森永 ・杉野 ５７（東 福 岡）鹿児島・橋口

１８（朝 倉 東）奥野 ・月俣 ５８（九州産業）川﨑 ・中川

１９（城 南）青木 ・宮崎 ５９（嘉 穂）西田 ・藤井

２０（田 川）植木 ・大里 ６０（大 牟 田）井之上・平田

２１（小 倉 南）酒井 ・松岡 ６１（東 福 岡）廣瀬 ・高橋

２２（久留米商業）谷山 ・溝田 ６２（青 豊）中西 ・黒下

２３（筑紫中央）築地 ・中野 ６３（久留米商業）川津 ・緒方

２４（明 善）山浦 ・山口 ６４（福岡魁誠）吉田 ・上村

２５（鞍 手）倉村 ・栗田 ６５（朝 倉）井上龍 ・井上諒

２６（東 福 岡）篠田 ・中牟田 ６６（北 九 州）節原 ・中村

２７（青 豊）飯田 ・渡辺 ６７（筑 紫）伊藤 ・牟田

２８（城 南）和泉 ・山本 ６８（明 善）藤木 ・江崎

２９（嘉 穂 東）宮下 ・中樋 ６９（福岡工業）大島 ・原

３０（大 牟 田）行徳 ・川原 ７０（鞍 手）堀 ・大久保

３１（東 福 岡）松永 ・松元 ７１（北九州高専）本河 ・室

３２（九州産業）瀧田 ・権藤 ７２（直 方）大島 ・濱田

３３（祐 誠）吉田 ・永田 ７３（新 宮）磯田 ・香山

３４（大 牟 田）調 ・清本 ７４（八 女）平尾 ・森田

３５（小倉工業）佐藤 ・川原 ７５（筑 紫 台）宮原 ・内野

３６（久留米商業）江藤 ・一ノ宮 ７６（嘉 穂）神崎 ・村上

３７（筑 紫 台）相場 ・森脇 ７７（小倉工業）高岸 ・椎野

３８（香 椎）守田 ・藤原 ７８（福工大城東）志水 ・小宮

３９（八 幡）福井 ・中島 ７９（有明高専）川西 ・光延

４０（田 川）井手上・伊藤 ８０（大 牟 田）川上 ・石本



女子個人の部

１（中村学園女子）小路 ・越智 ４１（青 豊）茂呂田・大森

２（青 豊）楠本 ・浦田 ４２（筑 豊）加藤 ・権藤

３（城 南）倉永 ・原田 ４３（福大若葉）堀口 ・大隈

４（浮羽究真館）永井 ・野上 ４４（博多女子）梶塚 ・西田

５（小 倉 南）山下 ・山本 ４５（筑紫女学園）榎田 ・川﨑

６（鞍 手）稲冨 ・加藤 ４６（久留米商業）中村 ・廣重

７（博多女子）内野 ・渡辺 ４７（小 倉 南）中川 ・木田奏

８（八 幡）山下 ・柴原 ４８（筑 紫 丘）大石 ・曾根嵜

９（福岡魁誠）嶋里 ・藪井 ４９（三 池）中村 ・荒牧

１０（ありあけ新世）椛島 ・竹元 ５０（近大福岡）北村 ・榊田

１１（折 尾）古賀 ・清田 ５１（中村学園女子）相野 ・久連松

１２（嘉 穂）馬場 ・蒲生 ５２（福岡女子商業）中居 ・松本

１３（福岡西陵）中島 ・新開 ５３（折 尾）白木 ・渡辺

１４（香 椎）中西 ・奥村 ５４（久留米商業）村田 ・本山

１５（久留米商業）坂本 ・溝口 ５５（嘉 穂）岡本 ・河邉

１６（博多女子）松田 ・羽吹 ５６（自由ヶ丘）竹松 ・飯田

１７（北九州市立）田原 ・佐藤 ５７（福岡西陵）長谷川・古川

１８（福 翔）田中 ・高田 ５８（修 猷 館）田中 ・山崎

１９（久留米筑水）馬場 ・稲田 ５９（門司大翔館）永井 ・長野

２０（近大福岡）柴田 ・神崎 ６０（朝 倉）梶原 ・野瀬

２１（小 倉 南）三原 ・諫山 ６１（中村学園女子）若田 ・中田

２２（筑紫女学園）矢ヶ部・林 ６２（八 幡）中野 ・中村

２３（福岡女子商業）秋野 ・吉村 ６３（筑 紫）塚本 ・牧迫

２４（浮羽究真館）堀江理 ・堀江真 ６４（福 翔）深見 ・村山

２５（嘉 穂）上野 ・渡辺 ６５（久留米商業）阿津坂・綾戸

２６（中村学園女子）永末 ・野口 ６６（北九州市立）蓑津 ・森本

２７（青 豊）桐野 ・下ノ平 ６７（博多女子）川道 ・今任

２８（博多女子）甲斐 ・松﨑 ６８（朝 倉 東）税田 ・坂本

２９（田 川）廣田 ・佐々木 ６９（福岡女子）篠宮 ・持田

３０（朝 倉 東）栗木 ・石井 ７０（近大福岡）中山 ・小嶋

３１（中村学園女子）百田 ・天満 ７１（青 豊）阿部 ・木村

３２（小 倉 南）木田仁 ・谷口 ７２（直 方）西川 ・松本

３３（久留米商業）重野 ・浦川 ７３（福岡中央）井上 ・田淵

３４（福 翔）北岡 ・大野 ７４（久 留 米）佐田 ・吉本

３５（折 尾）近藤 ・一木 ７５（中村学園女子）齋藤 ・淺原

３６（三 池）本村 ・田中 ７６（近大福岡）藤嶋 ・小田本

３７（博多女子）山本 ・毛利 ７７（小 倉 南）雪吹 ・上田

３８（福岡西陵）菅原 ・磯浦 ７８（香 椎）俣野 ・坂本

３９（朝 倉）長野 ・稲永 ７９（伝 習 館）田中 ・芳賀

４０（近大福岡）立川 ・河本 ８０（大 牟 田）仲野明 ・仲野未


