
平成２５年度 新人大会 筑豊ブロック予選

平成２５年９月２９日（日）直方西部運動公園
男子個人の部

1 大峯 ・白石 (筑 豊) 21 田先 ・高森 (志耕館)

2 神谷 ・俵口 (鞍 手) 22 村瀬 ・井浦 (筑 豊)

3 大田 ・浦野 (嘉穂東) 23 岡村 ・青山 (西田川)

4 手嶋 ・仲島 (田 川) 24 春口 ・平尾 (鞍 手)

5 山崎 ・花田 (直 方) 25 小野 ・井上 (嘉穂東)

6 大村 ・白石 (鞍 手) 26 松岡 ・大場 (田 川)

7 小柳 ・馬田 (嘉穂東) 27 中津留・藤山 (鞍 手)

8 城月 ・前田 (志耕館) 28 入江 ・田中 (嘉 穂)

9 中島 ・坂田 (嘉 穂) 29 勝本 ・大屋 (志耕館)

10 渡邊 ・植木 (田 川) 30 大多良・日髙 (直 方)

11 村上 ・中村 (西田川) 31 中嶋 ・徳永 (飯 塚)

12 田中 ・辻 (志耕館) 32 高山 ・川島 (直 方)

13 村岡 ・小田 (嘉穂東) 33 福井 ・熊上 (田 川)

14 野上 ・寺本 (筑 豊) 34 神崎 ・三善 (嘉 穂)

15 川口 ・伊藤 (飯 塚) 35 松尾 ・柿崎 (筑 豊)

16 倉村 ・有吉 (鞍 手) 36 松原 ・岡田 (志耕館)

17 川上 ・大里 (田 川) 37 宮原 ・川久保(鞍 手)

38 中津留・滝本 (田 川)
18 大田 ・久野 (直 方)

39 中西 ・三宅 (嘉 穂)
19 佐伯 ・大野 (志耕館)

20 西田 ・藤井 (嘉 穂) 40 安永 ・橿山 (嘉穂東)

準決勝・決勝



1 2 3 16 17 18

1 稲冨 安永 鞍手 16 浦川 小林 嘉穂

2 篠原 谷川 近大福岡 17 北村 榊田 近大福岡

3 福田玲 大丸 嘉穂東 18 甲斐 水間 鞍手

4 5 6

4 中村 小嶋 近大福岡

5 村田 児嶋 嘉穂東

6 松尾 井手 嘉穂 19 20 21

19 大場 永芳 志耕館

20 柴田 藤嶋 近大福岡

7 8 9 21 久保田 谷川 嘉穂東

7 大塚 坂本 志耕館

8 舩瀬郁 舩瀬聖 田川

9 大串 森 飯塚

10 11 12 22 23 24

10 立川 神崎 近大福岡 22 海老原 小村 嘉穂東

11 田中 國崎 嘉穂東 23 濱田 河本 近大福岡

12 山内 仲村 嘉穂 24 古野 有田 嘉穂

13 14 15 25 26 27

13 加藤 権藤 筑豊 25 山下 芳田 直方

14 砥上 岩見 鞍手 26 前川 福田瑠 嘉穂東

15 渡邉 三好 直方 27 鈴鹿 西崎 筑豊

平成２５年度　新人大会　  筑豊ブロック予選
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平成２５年９月２９日（日）　直方西部運動公園女子個人の部
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