
平成２６年度福岡県高等学校卓球新人大会筑豊ブロック予選会
兼全国高等学校選抜卓球大会福岡県筑豊ブロック予選会

平成２６年１０月２５・２６日（土・日）
飯塚市飯塚第一体育館

男子学校対抗戦

Ａパート

① 稲築志耕館高校 ② 鞍手竜徳高校 ③ 嘉穂東高校 勝敗 順位

① 稲築志耕館高校 －

② 鞍手竜徳高校 －

③ 嘉穂東高校 －

Ｂパート

① 近大福岡高校 ② 鞍手高校 ③ 福智高校 勝敗 順位

① 近大福岡高校 －

② 鞍手高校 －

③ 福智高校 －

Ｃパート

① 嘉穂高校 ② 田川高校 ③ 直方高校 勝敗 順位

① 嘉穂高校 －

② 田川高校 －

③ 直方高校 －

試合進行

第一試合　② 対 ③

第二試合　第一試合敗者 対 ①

第三試合　第一試合勝者 対 ①



男子決勝リーグ

１位パート

A-1 B-1 C-1 勝敗 順位

A-1 －

B-1 －

C-1 －

２位パート

A-2 B-2 C-2 勝敗 順位

A-2 －

B-2 －

C-2 －

３位パート

A-3 B-3 C-3 勝敗 順位

A-3 －

B-3 －

C-3 －

試合進行

　　　　　  １位パート              ２位パート             ３位パート

第一試合　   B-1 対 C-1              A-2 対 B-2             B-3 対 C-3

第二試合　  第一試合敗者 対 A-1     第一試合敗者 対 C-2    第一試合敗者 対 A-3

第三試合　  第一試合勝者 対 A-1     第一試合勝者 対 C-2    第一試合勝者 対 A-3



平成２６年度福岡県高等学校卓球新人大会筑豊ブロック予選会
兼全国高等学校選抜卓球大会福岡県筑豊ブロック予選会

平成２６年１０月２５・２６日（土・日）
飯塚市飯塚第一体育館

女子学校対抗戦

Ａパート

① 近大福岡高校 ② 鞍手高校 ③ 稲築志耕館高校 勝敗 順位

① 近大福岡高校 －

② 鞍手高校 －

③ 稲築志耕館高校 －

Ｂパート

① 嘉穂東高校 ② 嘉穂高校 ③ 福智高校 勝敗 順位

① 嘉穂東高校 －

② 嘉穂高校 －

③ 福智高校 －

試合進行

第一試合　② 対 ③

第二試合　第一試合敗者 対 ①

第三試合　第一試合勝者 対 ①



女子順位決定

１位、２位決定戦（各パート１位が対戦）

A-1 B-1

３位、４位決定戦（各パート２位が対戦）

A-2 B-2

５位、６位決定戦（各パート３位が対戦）

A-3 B-3



平成２６年度福岡県高等学校卓球新人大会筑豊ブロック予選会

兼全国高等学校選抜卓球大会福岡県筑豊ブロック予選会

平成２６年１０月２５・２６日（土・日）

飯塚市飯塚第一体育館

男子シングルス

梶原 (嘉穂) 37

2 安川 (大和青藍) 林

1 垣花 (稲築志耕館)

(田川) 38

3 遠座 (近大福岡) 城築 (近大福岡) 39

4 大井 (嘉穂) 迫 (鞍手) 40

篠原 (稲築志耕館) 41

6 森 (田川科学技術) 山本

5 金﨑 (鞍手)

(稲築志耕館) 42

7 野依 (嘉穂東) 福井 (嘉穂東) 43

8 藤井 (近大福岡) 福永 (筑豊) 44

竹下 (近大福岡) 45

10 梅津 (近大福岡) 松持

9 上園 (田川)

(鞍手) 46

11 池田 (鞍手) 北村 (鞍手竜徳) 47

12 月成 (鞍手竜徳) 石飛 (嘉穂) 48

梶原 (近大福岡) 49

14 福原 (直方) 田中

13 中島 (稲築志耕館)

(近大福岡) 50

15 川﨑 (嘉穂) 竹安 (福智) 51

16 森 (稲築志耕館) 大塚 (直方) 52

川原 (嘉穂) 53

18 酒匂 (鞍手) 松田

17 小川 (筑豊)

(稲築志耕館) 54

19 星出 (嘉穂) 岩本 (近大福岡) 55

20 阿部 (鞍手) 戸崎 (稲築志耕館) 56

森川 (鞍手竜徳) 57

22 木原 (直方) 佐藤

21 廣見 (近大福岡)

(嘉穂東) 58

23 中嶋 (嘉穂東) 高浪 (嘉穂) 59

24 大木 (鞍手竜徳) 大江 (直方) 60

木庭 (稲築志耕館) 61

26 奥村 (福智) 和田

25 井上喬 (近大福岡)

(田川科学技術) 62

27 藤井 (稲築志耕館) 吉福 (鞍手) 63

28 西田 (鞍手) 中村 (稲築志耕館) 64

坂井 (近大福岡) 65

30 安永 (嘉穂) 高濵

29 山﨑 (稲築志耕館)

(直方) 66

31 大場 (田川科学技術) 平井 (鞍手) 67

32 福田 (田川) 井上史 (近大福岡) 68

権藤 (筑豊) 69

34 小松 (嘉穂東) 加藤

33 篠田 (鞍手)

(鞍手) 70

35 仲村 (稲築志耕館) 山下 (嘉穂) 71

36 岡沢 (近大福岡) 宿里 (田川) 72



平成２６年度福岡県高等学校卓球新人大会筑豊ブロック予選会

兼全国高等学校選抜卓球大会福岡県筑豊ブロック予選会

平成２６年１０月２５・２６日（土・日）

飯塚市飯塚第一体育館

女子シングルス

渡邊 (嘉穂東) 18

2 田代 (福智) 柴田

1 松尾 (近大福岡)

(大和青藍) 19

3 植田 (稲築志耕館) 蔦口 (西田川) 20

4 花本 (大和青藍) 大西 (鞍手竜徳) 21

村田 (鞍手) 22

6 吉福 (鞍手) 田村

5 高山 (嘉穂東)

(稲築志耕館) 23

7 坂田 (筑豊) 梶原 (福智) 24

8 佐々木 (西田川) 梅田 (筑豊) 25

石原 (近大福岡) 26

10 石川 (嘉穂東) 上野

9 須尭 (嘉穂東)

(嘉穂) 27

11 千々和 (稲築志耕館) 入江 (鞍手) 28

12 井上 (近大福岡) 鬼丸 (近大福岡) 29

島崎 (嘉穂東) 30

14 大和 (嘉穂東) 稲冨

13 池口 (鞍手)

(嘉穂東) 31

15 竹之内 (大和青藍) 大井 (稲築志耕館)

17 吉岡 (嘉穂)

32

16 牟田 (福智) 山野 (福智) 33

県大会代表決定戦(9～12位)

中島 (大和青藍) 34

片山 (近大福岡) 35



平成２６年度福岡県高等学校卓球新人大会筑豊ブロック予選会

平成２６年１０月２５・２６日（土・日）

飯塚市飯塚第一体育館

男子ダブルス

梶原・高浪 (嘉穂) 17

2 森・大場 (田川科学技術) 中島・戸崎

1 垣花・中村 (稲築志耕館)

(稲築志耕館) 18

3 池田・迫 (鞍手) 権藤・小川 (筑豊) 19

4 中嶋・佐藤 (嘉穂東) 森川・大木 (鞍手竜徳) 20

金﨑・松持 (鞍手) 21

6 仲村・森 (稲築志耕館) 木庭・山﨑

5 梶原・田中 (近大福岡)

(稲築志耕館) 22

7 安永・川原 (嘉穂) 福原・木原 (直方) 23

8 平井・酒匂 (鞍手) 梅津・岩本 (近大福岡) 24

松田・藤井 (稲築志耕館) 25

10 井上喬・藤井 (近大福岡) 井上史・城築

9 星出・石飛 (嘉穂)

(近大福岡) 26

11 福田・林 (田川) 福井・野依 (嘉穂東) 27

12 西田・加藤 (鞍手) 篠田・吉福 (鞍手) 28

大井・川﨑 (嘉穂) 29

14 北村・月成 (鞍手竜徳) 竹安・奥村

13 篠原・山本 (稲築志耕館)

(福智) 30

15 大江・高濱 (直方) 坂井・廣見 (近大福岡) 31

16 岡沢・竹下 (近大福岡) 宿里・上園 (田川) 32



平成２６年度福岡県高等学校卓球新人大会筑豊ブロック予選会

平成２６年１０月２５・２６日（土・日）

飯塚市飯塚第一体育館

女子ダブルス

松尾・井上 (近大福岡) 8

2 村田・入江 (鞍手) 千々和・植田

1 片山・石原 (近大福岡)

(稲築志耕館) 9

3 大井・田村 (稲築志耕館) 大和・高山 (嘉穂東) 10

4 石川・島崎 (嘉穂東) 池口・吉福 (鞍手) 11

佐々木・蔦口 (西田川) 12

6 花本・中島 (大和青藍) 渡邊・須堯

5 山野・牟田 (福智)

(嘉穂東) 13

7 吉岡・上野 (嘉穂)


