
福岡県高等学校総合体育大会 ソフトテニス選手権大会大会 中部ブロック予選会
（ 兼 全国高等学校総合体育大会 ソフトテニス選手権大会 福岡県中部ブロック予選 ）

２０１０．５．７．
今津運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

１（東福岡）青木 ・岩隈 ３８（福岡工）芳賀 ・石橋

２（福 岡）原 ・佐藤 ３９（武蔵台）森田 ・春野

３（常 葉）橋本 ・桑野 ４０（糸 農）谷川 ・矢部

４（武蔵台）安高 ・小嶋 ４１（須 恵）三根 ・柴田
男子の部１

５（玄 界）古川 ・日高 ４２（福魁誠）内野 ・石川

６（宗 像）村上 ・秋田 ４３（筑中央）大下 ・渡辺

７（大 濠）長谷川・浅井 ４４（城 南）湯田 ・吉森

８（舞 鶴）山橋 ・金子 ４５（筑紫丘）久富 ・古賀

９（筑 紫）後藤 ・中武 ４６（香 椎）廣瀬 ・三原

１０（修猷館）松本 ・貴島 ４７（筑紫台）山井 ・竹石

１１（城 南）藤田 ・吉次 ４８（宗 像）渋田 ・阿部

１２（早 良）酒井 ・角 ４９（九 産）松尾 ・牟田

１３（九 産）川﨑 ・瀬戸口 ５０（舞 鶴）前田 ・七村

１４（新 宮）櫻井 ・溝口 ５１（城 東）山内 ・岡部

１５（福 中）荒巻 ・原 ５２（新 宮）東 ・角

１６（香椎工）中村 ・青山 ５３（修猷館）山本 ・安部

１７（筑紫台）坪田 ・山井悠 ５４（玄 界）宝珠山・塩津

１８（須 恵）安達 ・瀬口 ５５（福中央）福田 ・角

１９（筑紫丘）小野 ・城 ５６（東福岡）水場 ・田中

２０（筑紫台）後藤 ・井上 ５７（城 南）髙木 ・吉住

２１（修猷館）池本 ・町田 ５８（福魁誠）石橋 ・木村

２２（沖学園）迎井 ・古川 ５９（筑中央）池田 ・鎗光

２３（福岡工）松木 ・濱地 ６０（東海五）松本 ・村崎

２４（須 恵）宮瀬 ・今朝石 ６１（筑 紫）阿久根・原山

２５（福 岡）佐々木・宮原 ６２（福中央）田淵 ・古賀

２６（筑 中）國武 ・甲斐 ６３（早良 ）有川 ・手嶋

２７（香 椎）西村 ・森永 ６４（新 宮）森田 ・益元

２８（城 南）江崎 ・宍田 ６５（福岡工）鬼塚 ・花田

６６（九 産）井崎 ・土井

２９（舞 鶴）大村 ・吉田 ６７（宗 像）森下 ・櫻山

３０（筑 紫）吉田 ・大東 ６８（福 岡）栗山 ・原

３１（立 花）世利 ・三浦 ６９（常 葉）武邊 ・高松

３２（魁 誠）濱尾 ・鶴 ７０（武蔵台）原 ・小川

３３（玄 界）力丸 ・吉岡 ７１（筑紫丘）添田 ・横山

３４（城 東）内山 ・松本 ７２（大 濠）中島 ・小久保

３５（東 海）和田 ・本庄 ７３（城 東）濱崎 ・前田

３６（大 濠）川久保・鮫島 ７４（香 椎）原田 ・藤原

３７（早 良）福谷 ・甲斐 ７５（東福岡）佐々木・猪山

決 勝 戦

（ ）（ ） ・ ＶＳ （ ）（ ） ・



福岡県高等学校総合体育大会 ソフトテニス選手権大会大会 中部ブロック予選会
（ 兼 全国高等学校総合体育大会 ソフトテニス選手権大会 福岡県中部ブロック予選 ）

２０１０．５．７．
今津運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

７６（東福岡）井上 ・前野 １１４（魁 誠）上村 ・川口

７７（玄 界）小森・フルカティ １１５（新 宮）安岡 ・石橋

７８（立 花）深澤 ・梅木 １１６（香椎工）長 ・岩本

７９（福 岡）有田 ・木佐木 １１７（早 良）成合 ・岩崎
男子の部２

８０（大 濠）東 ・大薗 １１８（福 岡）永尾 ・新保

８１（武蔵台）石橋 ・後藤 １１９（修猷館）福岡 ・佐野

８２（修猷館）北野 ・原 １２０（宗 像）石松 ・藤井

８３（常 葉）吉田 ・宮地 １２１（武蔵台）丸江 ・川﨑

８４（筑紫丘）伊東 ・川添 １２２（城 南）堀江 ・石丸

８５（舞 鶴）吉川 ・松本 １２３（福岡工）植木 ・奥

８６（九 産）山本 ・坂本 １２４（大 濠）川原 ・荒木

８７（東 海）宇治野・外尾 １２５（常 葉）緒方・熊埜御堂

８８（香 椎）徳永 ・花田 １２６（筑紫台）冨永 ・下大迫

８９（須 恵）中津 ・馬場 １２７（筑 中）庄司 ・吉永

９０（筑 紫）松石 ・平田 １２８（城 東）林田 ・若松

９１（新 宮）重松 ・山内 １２９（須 恵）野田 ・野本

９２（福 中）江島 ・鈴木 １３０（沖学園）長坂 ・藤木

９３（宗 像）望月 ・高槻 １３１（香 椎）小野 ・満田

９４（福岡工）松本 ・小林 １３２（筑 紫）東郷 ・斉田

９５（魁 誠）江藤 ・伊崎 １３３（筑紫台）那須野・前田

９６（舞 鶴）福井 ・小池 １３４（魁 誠）宮脇 ・光安

９７（福岡工）西原 ・高島 １３５（城 東）小城 ・加世田

９８（筑 中）石川 ・岡村 １３６（筑 紫）井本 ・古賀

９９（九 産）田元 ・岡田 １３７（大 濠）神津 ・平川

１００（糸 農）城 ・高杢 １３８（新 宮）小久井・小林

１０１（福 中）清水 ・田中 １３９（筑紫丘）山内 ・野上

１０２（武蔵台）柁谷 ・泉田 １４０（福 岡）國崎 ・久保

１０３（筑紫丘）内野 ・大石 １４１（修猷館）戸川 ・片木

１０４（筑紫台）椎葉 ・松本 １４２（福 中）國武 ・松川

１０５（城 南）一二三・赤丸 １４３（舞 鶴）上田 ・徳永

１０６（沖学園）山口 ・吉岡 １４４（立 花）松尾 ・近藤

１０７（宗 像）上園 ・山﨑 １４５（九 産）藤 ・高橋

１０８（玄 界）竹原 ・藤園 １４６（香 椎）安部 ・森山

１０９（城 東）田代 ・小田 １４７（東 海）野中 ・野口

１１０（早 良）宮崎 ・篠田 １４８（玄 界）松野 ・森重

１１１（香椎工）長 ・岩本 １４９（早 良）西野 ・前田

１１２（須 恵）稲永 ・藤木 １５０（筑 中）久保山・塩入

１１３（東福岡）坂本 ・江藤 １５１（東福岡）熊丸 ・荒木

３位決定戦

（ ）（ ） ・ ＶＳ （ ）（ ） ・


