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no. 校名 ペア名 一回戦二回戦三回戦四回戦 四回戦三回戦二回戦 一回戦 no. 校名 ペア名 no. 校名 ペア名 一回戦二回戦三回戦四回戦 四回戦三回戦二回戦 一回戦 no. 校名 ペア名

48 真颯館 長菅・南野 72 真颯館 前田・藤田

平成２８年度　福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権大会 　北部ブロック予選会（男子個人戦）

1 青豊 村上･白石 24 北九州高専 笛･上野

(兼　全九州高等学校体育大会 全国高等学校総合体育大会　福岡県北部ブロック予選会) 2016.4.29      於　桃園庭球場

50 小倉工業 山下創・小林 74 北九州市立 千手・水口3 小倉南 後藤･古賀 26 門司大翔館 山本圭・横山

49 門司学園 名城・白石 73 門司大翔館 藤本・濱浦2 豊国学園 江藤･藤村 25 自由ヶ丘 福丸･中﨑

52 北九州 二見・荒木 76 豊国学園 増田・山中5 門司学園 渡邊･木口 28 北九州 若松･本山

51 門司大翔館 長田・岸 75 北九州高専 白石・高木4 真颯館 北川・喜々津 27 門司学園 二宮･篠崎

54 小倉南 笠井・空 78 八幡 星野・若林7 北九州高専 日名古・石坪 30 小倉工業 原･松永

53 育徳館 椛田祥・内藤 77 東筑 巨畠・白土6 小倉工業 山下晃･堀田 29 八幡 永住･松岡

56 豊国学園 川内・丸尾 80 育徳館 椛田晃・桒原9 八幡 垂水･山城 32 北九州市立 山﨑･井上

55 北九州市立 西田・谷石 79 北九州 尾田・小石原8 東筑 富･堤 31 東筑 野口･喜多

58 東筑 松嶋・内田 82 自由ヶ丘 猪山・田中11 北九州市立 水呉･高原 34 小倉南 宇佐波・清水

57 築上西 佐藤・下田 81 青豊 光井・井上10 門司大翔館 冨田･江口 33 築上西 金村･大下

36 門司大翔館 重松・古賀 60 築上西 岡村・古賀

59 自由ヶ丘 道中・石井 83 小倉南 龍本・中池

84 門司大翔館 山田・山本蓮

12 小倉南 久保･三宅 35 青豊 田中・竹永

13 築上西 井･山内

62 小倉南 中村・長濱 86 築上西 亀安・西原15 育徳館 丸山･中村 38 青豊 奥中・岡村

61 自由ヶ丘 井上・東 85 北九州高専 小野・小切山14 豊国学園 小段･山岡 37 東筑 安永・三島

64 青豊 竹下・山口 88 自由ヶ丘 古村・廣門17 八幡 東條･濱田 40 豊国学園 犬丸・春山

63 門司学園 田村・柳瀬 87 豊国学園 所・原田16 自由ヶ丘 平城･宮近 39 北九州 梶谷・門田

66 八幡 七浦・植田 90 真颯館 本郷・徳永19 小倉工業 石田政･井 42 小倉南 山下・前田

65 小倉工業 石田蓮・河野 89 小倉工業 寺中・重松18 北九州 中野･丹村 41 自由ヶ丘 高田・福井

68 門司大翔館 奥・宇都宮 92 北九州市立 山口・藤岡21 青豊 村上・内丸 44 北九州市立 疋田・西村

67 北九州市立 渡邊・和田 91 門司学園 福島・齊藤20 北九州高専 奥･江口 43 小倉工業 山本・濱邊

23 真颯館 森･増田 46 八幡 田中・瀬利

69 真颯館 松尾・小堤 93 北九州 内藤・高𣘺22 門司学園 関谷･小原 45 北九州高専 三浦・宇都宮

95 青豊 倉地・松尾47 真颯館 西村・筒井 71 北九州高専 片峯・松岡

70 豊国学園 福岡・柳丸 94 八幡 向井・田代

３位決定戦



no. 校名 ペア名 一回戦 二回戦 三回戦 四回戦 四回戦 三回戦 二回戦 一回戦 no. 校名 ペア名 no. 校名 ペア名 一回戦 二回戦 三回戦 四回戦 四回戦 三回戦 二回戦 一回戦 no. 校名 ペア名

平成２８年度　福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権大会 　北部ブロック予選会（女子個人戦）

(兼　全九州高等学校体育大会 全国高等学校総合体育大会　福岡県北部ブロック予選会) 2016.4.29      於　桃園庭球場

1 小倉南 大坪・西村 18 折尾 松原・藤野

37 門司学園 河内・桑野 54 自由ヶ丘 田中・松尾2 北九州市立 井上・牟田 19 門司大翔館 長田・平原

36 青豊 吉田・矢野 53 青豊 茂呂田・園田

39 小倉南 蔣田・堀田 56 門司大翔館 福田・池光4 北九州高専 下村・越智 21 北九州 岩下・宮﨑

38 折尾 宮崎・有田 55 小倉南 豊田・蔵本3 八幡 内田・岡田 20 美萩野 宮﨑・西田

迫田・金川 42 門司大翔館

6 北九州 坂口・西村 23 北九州市立 相浦・森屋

40 北九州市立 上山・髙倉

57 八幡 上田・芦刈
41 北九州高専 中西・岩谷

58

5 門司学園 井上・大田 22 八幡 窪田・室

9 青豊 松本・薮亀 26 自由ヶ丘 原田・田村

43 自由ヶ丘 浜本・古山
60 折尾 白木・大谷

44 東筑 村田・井上

首藤・山之内
59 北九州 下原・宇都宮

8 東筑 高瀬・熊谷 25 門司学園 有泉・谷畔

美萩野 﨑田・森添
7 門司大翔館 木原・細川 24 北九州高専

46 八幡 大崎・時川 62 自由ヶ丘 綱島・黒木

杉村・梶原 61 北九州市立 河﨑・松本

11 八幡 白石・丸山 28 東筑 岩下・山﨑

10 北九州市立 中村・伊美 27 青豊 永元・宮崎 45 小倉南

48 青豊 赤尾・高原 64 門司大翔館 射場・長田13 折尾 森田・秋満 30 門司大翔館 森田・秋武

47 北九州市立 原口・金城 63 門司学園 吉富・小林12 美萩野 井上・田村 29 小倉南 中原・馬場

八幡 大坪・豊田
33 自由ヶ丘

16 東筑 井上・若松

青木・岩谷
51 門司大翔館

吉田・城田

井上・高口
50 美萩野 山田・岸本 66

49 北九州 山中・中西佑 65 東筑 小脇・尾﨑

31 八幡

14 青豊 向井・田中

安部・河本

32 折尾

15 自由ヶ丘

69 小倉南 松原・森川

17 小倉南 釜・中山

桜井・嶋田
52 折尾

35 北九州市立 武衛・岩永

米崎・石田 67 青豊 久松・志水
34 北九州

山田・山根 68 北九州 中西瑞・浮城


