
平成２５年度 全国大会 筑豊ブロック予選

平成２５年５月４日（土）直方西部運動公園
男子個人の部

1 大島 ・濱田 (直 方) 22 倉村 ・栗田 (鞍 手)

2 村岡 ・西田 (嘉穂東) 23 吉原 ・川島 (直 方）

3 松尾 ・柿崎 (筑 豊) 24 松岡 ・仲島 (田 川)

4 鵜川 ・行事 (嘉 穂) 25 安永 ・中樋 (嘉穂東)

5 大和 ・大場 (田 川) 26 野上 ・寺本 (筑 豊)

6 岩見 ・田中 (飯 塚) 27 田先 ・丸山 (志耕館)

7 川下 ・高森 (志耕館) 28 徳永 ・中嶋 (飯 塚)

8 小野 ・小田 (嘉穂東) 29 岡村 ・青山 (西田川)

9 渡邊 ・熊上 (田 川) 30 中小路・小畠 (嘉 穂）

10 真﨑 ・中嶋 (鞍 手) 31 川上 ・福井 (田 川)

11 古賀 ・山﨑 (嘉 穂) 32 笹栗 ・藤井 (嘉穂東)

12 堀 ・藤﨑 (鞍 手) 33 井手上・伊藤 (田 川)

13 松原 ・前田 (志耕館) 34 山﨑 ・花田 (直 方)

14 大多良・日髙 (直 方） 35 中津留・藤山 (鞍 手)

36 西田 ・藤井 (嘉 穂)
15 法銭 ・伊藤 （飯 塚）

37 佐伯 ・吉田 (志耕館)

16 中村 ・村上 （西田川） 38 大峯 ・白石 (筑 豊)

17 宮下 ・廣川（嘉穂東） 39 花元 ・久家 (嘉 穂)

18 勝本 ・大屋 （志耕館） 40 井上 ・村上 (嘉穂東)

19 宮原 ・白石 (鞍 手) 41 川口 ・小黒 (飯 塚)

20 大西 ・村上 (嘉 穂) 42 岡田 ・城月 (志耕館)

21 植木 ・大里 (田 川) 43 大村 ・大久保(鞍 手)

準決勝・決勝



平成２５年度 全国大会 筑豊ブロック予選

平成２５年５月４日（土）直方西部運動公園
女子個人の部

1 濱田 ・神崎 (近大福) 20 岡本 ・河邉 (嘉 穂)

2 村田 ・國﨑 (嘉穂東) 21 鈴鹿 ・西崎 （筑 豊）

3 岩見 ・水間 (鞍 手) 22 篠原 ・小嶋 (近大福)

4 入江 ・小林 (嘉 穂) 23 河邉 ・実藤 （嘉穂東）

5 中村 ・廣田涼(田 川) 24 安永 ・浅原 (鞍 手)

6 川原 ・高山 (直 方) 25 大場 ・松岡 (志耕館)

7 浦川 ・松尾 (嘉 穂) 26 西川 ・松本 (直 方)

27 安武 ・清水 (田 川)
8 田中 ・児嶋 （嘉穂東）

28 古野 ・有田 (嘉 穂)

9 立川 ・榊田 (近大福) 29 北村 ・河本 (近大福)

10 稲冨 ・加藤 (鞍 手) 30 上野 ・渡辺 (嘉 穂)

11 久保田・谷川 (嘉穂東) 31 海老原・林 （嘉穂東）

12 小南 ・高橋 (筑 豊) 32 三橋 ・湯屋 (鞍 手)

13 大山 ・池崎 (直 方) 33 山下春・山下夏(直 方)

14 馬場 ・蒲生 (嘉 穂) 34 廣田毬・佐々木(田 川）

15 泉 ・小村 （嘉穂東） 35 加藤 ・権藤 (筑 豊)

16 小松 ・堀田 (鞍 手) 36 甲斐 ・栗田 (鞍 手)

17 岡本 ・吉田 (田 川) 37 渡邉 ・芳田 (直 方)

18 大塚 ・永芳 (志耕館) 38 大串 ・森 (飯 塚）

19 中山 ・小田本(近大福) 39 柴田 ・藤嶋 (近大福)

準決勝・決勝


