
福岡県高等学校総合体育大会中部ブロック予選会

平成２９年５月３日・４日

名島運動公園

女子個人  (1) 女子個人  (2)

（中村女） 203152 白石・染川 （博多女） 酒井・奥村

（福岡女） 201

151 長岡・鎮守 （宗像） 前田・大久保 （城東） 202

150 井上奈・柴垣 （筑紫） 小松・中川

（福中央） 199

149 江田・立野 （筑紫女） 橋詰・中原 （筑中央） 200

148 服部・梶原 （城東） 渡利・渡邊

（東海福） 197

147 川上・溝田 （筑中央） 小田・山口 （玄界） 198

146 森・田中 （筑紫台） 高本・境

（香椎） 195

145 萩尾・山口 （宇美商） 尾中・勝野 （筑紫台） 196

144 伊集院・宮田 （福翔） 宮崎・栁田

（修猷館） 193

143 松岡・植松 （武蔵台） 船戸・本田 （精華女） 194

142 清水・松元 （筑紫丘） 山野・前田奈

（新宮） 191

141 西田・甲斐田 （福中央） 七熊・坂田 （福西陵） 192

140 山下・菰田 （城南） 山田・加藤

（九州産） 189

139 細川・成宮 （講倫館） 伊東・中山 （福魁誠） 190

138 渡邉・福島 （玄界） 村上・佐藤

（須恵） 187

137 小峰・三木 （精華女） 井上・火山 （筑紫） 188

136 三宅・原 （福魁誠） 徳永・林

（福翔） 185

135 岡田・古藤 （中村女） 小林・満園 （宗像） 186

134 大久保・川辺 （福常葉） 西村・長野

（福舞鶴） 183

133 平川・合戸 （修猷館） 吉住・伊藤 （武蔵台） 184

132 東・榎田 （福岡女） 武内・冨永

（福女商） 181

131 山崎・正木 （九州産） 福田純・和田 （城南） 182

130 佐々木・光永 （新宮） 藤野愛・井口

（博多女） 179

129 平嶋・田中 （須恵） 河本・大塚 （筑紫女） 180

128 穴井・行藤 （香椎） 熊本・永松

（玄界） 177

127 渡部・吉田 （福西陵） 秋永・後藤 （福西陵） 178

126 中村・村山 （香椎） 猿島・光瀬

（修猷館） 175

125 仲原・冨永 （福女商） 國崎・盆子原 （筑中央） 176

124 蒲原・成重 （九州産） 川上・馬田

（福中央） 173

123 木須・大川 （新宮） 平松・田島 （筑紫） 174

122 中牟田・藤竹 （博多女） 内田・平岡

（城東） 171

121 花田・福重 （玄界） 花田・中居 （福女商） 172

120 太田・平林 （福中央） 矢下・岡

（中村女） 169

119 宮崎・花田 （筑紫女） 川野・吉津 （福岡工） 170

118 志岐・白野 （福翔） 川野・永江

（精華女） 167

117 近藤・知念 （雙葉） 黒石・矢野鮎 （筑紫台） 168

116 木村・仲道 （福岡女） 山口・冨田

（筑紫女） 165

115 樋口・木原 （宗像） 児嶋・松隈 （筑紫丘） 166

114 河野・上松 （福若葉） 福永・吉川

（新宮） 163

113 橋本・金 （修猷館） 濱田・坂本 （福翔） 164

112 古賀・築地 （筑中央） 槇埜・玉利

（城南） 161

111 椎葉・結城 （精華女） 山口・武田 （福岡女） 162

110 小林・波呂 （福西陵） 福田真・牟田

（九州産） 159

109 岩崎・日髙 （須恵） 緒方・藤野 （雙葉） 160

108 島添・末松 （筑紫） 香月・田中

（宇美商） 157

107 江上・松本 （武蔵台） 山口・戸次 （香椎） 158

106 太田・藤野 （福魁誠） 田中・池見

（武蔵台） 155

105 山口・大島 （城東） 土田・船原 （講倫館） 156

104 平田明・宝代 （講倫館） 原・藤井

（博多女） 153

103 平原・三好 （城南） 澤山・野崎 （福魁誠） 154

102 谷水・隈元 （中村女） 橋本・山口

101

51 杉森・吉野 （博多女）

（九州産） 100

50 木村・清水 （城東） 大槻・林 （中村女）

川島・中村 （福岡女） 99

49 永川・加倉 （須恵） 松尾・木林

48 岡部・岡﨑 （福岡工）

97

47 藤・田中 （精華女） 福地・吉永 （福女商） 98

（筑紫女） 96

46 田原・荒尾 （福中央） 小川・湯浅 （玄界）

仁田・樋口 （講倫館） 95

45 前原・松岡 （武蔵台） 高・浦田

44 野口・花田 （修猷館）

93

43 手嶋・小住 （九州産） 若村・阪本 （宗像） 94

（武蔵台） 92

42 太田・川﨑 （筑紫丘） 浦島・村岡 （城南）

古見・中山 （香椎） 91

41 武田・村上 （中村女） 原・戸町

40 石橋・奥薗 （香椎）

89

39 壽崎・徳重 （福魁誠） 杉山・伊東 （福翔） 90

（精華女） 88

38 石橋・田中 （筑紫女） 佐藤・岩崎 （博多女）

安松・桑野 （須恵） 87

37 羽瀬・星野 （城南） 角野・小原

36 下川・平嶋 （新宮）

85

35 田中・松尾 （福常葉） 井上・三浦 （宇美商） 86

（福西陵） 84

34 關・白濱 （福岡女） 市吉・平島 （新宮）

井本・安井 （雙葉） 83

33 戸田・河津 （筑中央） 前田・池田

32 白澤・吉嗣 （玄界）

81

31 吉利・長野 （筑紫） 友田・中山 （筑紫台） 82

（福魁誠） 80

30 清水・次郎丸 （宗像） 中山・下川 （筑中央）

佐藤・河本 （城東） 79

29 田北・鉦打 （福舞鶴） 白木・岡本

28 藤城・平田瞳 （講倫館）

77

27 柴田・相良 （福翔） 峯・東 （福中央） 78

（博多女） 76

26 古池・岩下 （福西陵） 橋本・川野 （筑紫）

齊藤・古後 （宗像） 75

25 田中さ・鴨川 （博多女） 田中七・毛利

24 白水・前田依 （修猷館）

73

23 北田・木下 （筑紫女） 友枝・合屋 （宇美商） 74

（修猷館） 72

22 山口・堂園 （九州産） 山下・山中 （香椎）

林・小川 （福岡女） 71

21 的野・田中 （福中央） 秦・加藤

20 坂本・岩下 （福翔）

69

19 三島・黒木 （城南） 田中・木村 （筑紫丘） 70

（筑紫女） 68

18 森永・矢野千 （筑紫台） 廣瀬・山田 （城南）

古屋・山本 （精華女） 67

17 藤野早・薬師寺 （福女商） 山林・只松

16 山元・岡 （宗像）

65

15 高橋・高島 （福魁誠） 三善・木原 （武蔵台） 66

（福西陵） 64

14 安川・紀 （新宮） 浦上・出村 （福中央）

月下・江﨑 （福岡工） 63

13 藤波・松尾 （講倫館） 渕上・川元

12 城野・山﨑 （玄界）

61

11 吉村・徳永 （福西陵） 中西・小宮 （筑紫台） 62

（福魁誠） 60

10 藤井・竹中 （城東） 吉田・山根 （須恵）

石本・中井 （九州産） 59

9 中川・笹栗 （雙葉） 武田・植田

8 柴崎・白谷 （宇美商）

57

7 時安・迫田 （香椎） 石橋・石井 （福翔） 58

（新宮） 56

6 新・白壁 （筑紫） 黒石・矢野 （筑中央）

川上・福田 （城東） 55

5 山本・谷川 （福岡女） 蛭川・野中

4 久芳・松下 （須恵）

53

3 市山・長岡 （武蔵台） 小田原・池田 （講倫館） 54

（中村女） 52

2 平山・舞 （筑中央） 中島・竹下 （筑紫）

福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権大会中部ブロック予選会
（兼　全九州高等学校体育大会ソフトテニス競技大会福岡県中部ブロック予選）

（兼  全国高等学校体育大会　ソフトテニス競技　福岡県中部ブロック予選会）

1 原口・久保 （中村女） 栁田・石野


