
平成２６年度　福岡県高等学校総合体育大会卓球選手権大会筑豊ブロック予選会

平成２６年４月２９日（火・祝）

飯塚市飯塚第一体育館

男子シングルス

0

　能登原(嘉穂) 3 - 0 後藤(鞍手)

109

55 水谷 (近大福岡) 　３位決定 井上 110

中嶋 (嘉穂) 111

(筑豊)

108

54 仲村 (稲築志耕館) 3 吉田 (福智)

107
2

53 久冨 (直方) 有田 (鞍手)
伊藤 (嘉穂東)52 手嶋 (田川)

105

51 大木 (鞍手竜徳) 梶原 (近大福岡) 106

104

50 加藤 (鞍手) 3 北原 (稲築志耕館)

梅津 (近大福岡)

48 桑原 (嘉穂) 阿部 (鞍手) 103

49 副島 (嘉穂東) 2

101

47 小松 (嘉穂東) 森 (稲築志耕館) 102

(直方) 100

46 南 (筑豊) 菊本 (田川)

(嘉穂) 99

45 塚田 (稲築志耕館) 0 大江

(鞍手竜徳) 98
44 坂井 (近大福岡) 3 大井

(鞍手) 97

43 西本 (田川科学技術) 3 大住

3 佐野42 吉福 (鞍手)

95
41 権堂 (筑豊) 高浪 (嘉穂) 96

94

40 月成 (鞍手竜徳) 0 奥村 ﾋ (福智)

藤井 (稲築志耕館)

38 加藤 (田川) 田中 (近大福岡) 93

39 佐藤 (嘉穂東) 0

91

37 平井 (鞍手) 横田 (田川科学技術) 92

(嘉穂東) 90

36 中島 (稲築志耕館) 上野 (筑豊)

(鞍手) 89

35 末永 (近大福岡) 0 古賀

3 西田34 梶原 (嘉穂)

87

33 奥村 ｼ (福智) 浜崎 (直方) 88

(鞍手竜徳) 86

32 井上 ﾀ (近大福岡) 黒木 (近大福岡)

(田川) 85

31 小森 (田川科学技術) 3 北村

(稲築志耕館) 84
30 柴田 (鞍手) 3 福田

後藤 (鞍手) 83

29 鶴崎 (直方) 手嶋

(田川科学技術) 82

28 垣花 (稲築志耕館) 3 2

(田川) 81
(稲築志耕館)

27 丸山 (鞍手) 田中

80
垣花

26 戸崎 (稲築志耕館) 3 坂田

坂本 (近大福岡)

24 井上 ｼ (近大福岡) 飯野 (筑豊) 79

25 木原 (直方) 3

77

23 山下 (嘉穂) 木庭 (稲築志耕館) 78

76

22 竹安 (福智) 3 水永 (西田川)

75

21 上園 (田川) 0 中村 (稲築志耕館)

林 (田川)20 緒方 (鞍手竜徳)

73

19 野依 (嘉穂東) 宮近 (直方) 74

牛島 (嘉穂東)18 迫 (鞍手)

石飛 (嘉穂) 720

16 大山 (福智) 1

17 篠原 (稲築志耕館)

酒匂 (鞍手) 71

69

15 福永 (筑豊) 徳吉 (近大福岡) 70

(直方) 68

14 岡沢 (近大福岡) 星出 (嘉穂)

(嘉穂東) 67
13 水口 (稲築志耕館) 0 高濱

(稲築志耕館) 66

12 森川 (鞍手竜徳) 2 福井

0 松田11 竹下 (近大福岡)

64

10 松本 (田川) 廣見 (近大福岡) 65

(鞍手) 63
9 荒木 (直方) 黒石 (福智)

(田川科学技術)

末吉

62

8 篠田 (鞍手)

3
7 鈴本 0 岩本 (近大福岡)

60

6 松持 (鞍手) 池田 (鞍手) 61

(鞍手竜徳) 59
5 小川 (筑豊) 佐藤 (筑豊)

原田 (田川科学技術) 58

4 中嶋 (嘉穂東) 小泉

3 33 山崎 (稲築志耕館)

(稲築志耕館) 57

1 能登原 (嘉穂) 宿里 (田川) 56

2 城築 (近大福岡) 山本



平成２６年度福岡県高等学校総合体育大会卓球選手権大会筑豊ブロック予選会

平成２６年４月２９日（火・祝）

飯塚第一体育館

女子シングルス
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3 　３位決定

　石川(嘉穂東) 3 - 2 片山(近大福岡)
21 石川 (嘉穂東) 片山 (近大福岡) 43

42青木 (嘉穂)20 牟田 (福智)

40

19 吉福 (鞍手) 島津 (大和青藍) 41

稲冨 (嘉穂東)18 中野 (田川科学技術)

(嘉穂) 39

38

17 広瀬 (嘉穂) 田中

(大和青藍) 37

16 髙林 (鞍手竜徳) 村田 (鞍手)

36

15 木下 (大和青藍) 池田

14 田原 (嘉穂東) 井上 (近大福岡)

34

13 上野 (嘉穂) 松尾 (鞍手竜徳) 35

12 佐々木 (西田川) 一ノ瀬 (嘉穂東)

10 石原 (近大福岡)
(近大福岡)

大和 (嘉穂東) 32

11 千々和 (稲築志耕館) 吉岡 (嘉穂) 33

松尾

大井 (稲築志耕館) 308 田村 (稲築志耕館)

(近大福岡) 29

樋口 (田川科学技術) 319 小畠 (嘉穂)

6 坂田 (筑豊) 吉田 (鞍手) 28

7 鬼丸 (近大福岡) 伊藤

4 須尭 (嘉穂東)

27

岡松 (大和青藍) 26

5 吉松 (大和青藍) 山野 (福智)

3 池口 (鞍手) 大西 (鞍手竜徳) 24

島崎 (嘉穂東) 25

渡邊 (嘉穂東) 22

内田 (筑豊) 23

(近大福岡)

2 髙山 (嘉穂東)

1 松尾



女子シングルス 15、16位決定戦

0

3

3 1

3

2

(鞍手) 吉福 G2 N2 島津 (大和青藍)

M2 村田 (鞍手)

(鞍手竜徳) 髙林 F2

L2 松尾 (鞍手竜徳)

(嘉穂東) 田原 E2

K2 大和 (嘉穂東)

(西田川) 佐々木 D2
(鞍手竜徳)

髙林

(近大福岡)

J2 伊藤 (近大福岡)

鬼丸 C2

(筑豊) 坂田 B2

I2 岡松 (大和青藍)

池口 A2(鞍手)

H2 内田 (筑豊)


