
女子個人試合 ４８㎏級

平成２２年１０月３１日（日）

優勝 大塚 桃代（久留米商業）

２位 杉本 美香（沖 学 園）

３位 森江 奈津子（八幡工業）

４位 細田 小麦（八 幡）

大塚 桃代（久留米商）２

濱田 侑実（筑 紫 台）２

花田 彩圭（東 筑）２

梅川 莉緒（稲築志耕館）１

森江 奈津子（八幡工業）１

横溝 万莉絵（須 恵）２

細田 小麦（八 幡）２

川畑 藍（須 恵）１

久保山 如美（南 筑）２

杉本 美香（沖 学 園）１

中島 恵理（久留米商）

湯田 朋子（福 岡）１

＜三位決定戦＞

森江 奈津子（八幡工業）

細田 小麦（八 幡）



女子個人試合 ５２㎏級

優勝 田中 千暁（敬 愛）

２位 竹山 加菜（南 筑）

３位 脇田 梨紗子（福工大附城東）

４位 曽根田 有希（福岡舞鶴）

竹山 加菜（南 筑）２

永井 愛理（九国大付）２

林 利奈（修 猷 館）２

脇田 梨紗子（福工大城東）２

石原 亜紀（嘉 穂）２

伊澤 美鈴（東 筑）２

奥村 里沙（飯 塚）１

青沼 慈海（浮羽究真館）１

曽根田 有希（福岡舞鶴）２

田中 千暁（敬 愛）２

吉永 理紗（福 岡）２

山口 亜佳音（三 井）２

＜三位決定戦＞

脇田 梨紗子（福工大城東）

曽根田 有希（福岡舞鶴）
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優勝 井上 美咲（南 筑）

２位 石川 なるみ（嘉 穂）

３位 田坂 冴（修 猷 館）

４位 荒川 真未（敬 愛）

井上 美咲（南 筑）２

原田 奈々美（福岡舞鶴）２

大矢野 希望（修 猷 館）２

荒川 真未（敬 愛）１

藤 隆美（朝 倉）２

米田 未起（沖 学 園）２

石川 なるみ（嘉 穂）１

和田 さやか（八 幡）１

生野 成瑠子（朝 倉）２

田坂 冴（修 猷 館） 1

牛方 千晶（久留米商）１

小森 詠里子（八 幡）１

＜三位決定戦＞

荒川 真未（敬 愛）

田坂 冴（修 猷 館）
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優勝 難波 実里（敬 愛）

２位 村上 あゆみ（小 倉）

３位 馬場 早苗（久留米商業）

４位 田中 若菜（嘉 穂）

難波 実里（敬 愛）２

野口 ひかる（筑 紫 台）２

松尾 舞花（西短大附）１

田中 若菜（嘉 穂）１

大塚 琴子（久留米商）１

大村 美紀（福岡舞鶴）２

馬場 早苗（久留米商）２

長畑 喜恵（稲築志耕館）２

木村 清恵（敬 愛）１

小田部 夏子（修 猷 館）１

村上 あゆみ（小 倉）１

下村 美樹（福 岡）１

＜三位決定戦＞

田中 若菜（嘉 穂）

馬場 早苗（久留米商）
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優勝 矢野 みちる（南 筑）

２位 川﨑 美涼（西日本短大附）

３位 永嶋 千純（沖 学 園）

４位 佐々木 えりな（三 井）

阿世賀 由希（嘉 穂）２

竹村 春菜（修 猷 館）２

佐々木 えりな（三 井）１

川野 里沙子（敬 愛）１

川﨑 美涼（西短大附）２

大林 愛（福岡女学院）１

矢野 みちる（南 筑）２

内山 由惟（敬 愛）１

高原 耶織（香 椎）２

永嶋 千純（沖 学 園）２

野依 史乃（八 幡）２

廣瀬 成美（九国大付）１

＜三位決定戦＞

佐々木 えりな（三 井）

永嶋 千純（沖 学 園）
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優勝 宇野 友紀子（南 筑）

２位 西田 未来（敬 愛）

３位 下條 綾華（福工大附城東）

４位 濱地 奈緒（福岡工業）

西田 未来（敬 愛）１

山田 麻矢（福岡舞鶴）１

濱地 奈緒（福岡工業）２

日野 恵美香（浮羽究真館）２

下條 綾華（福工大城東）２

富松 桃世（三 井）２

宇野 友紀子（南 筑）１

須本 由岐（八 幡）１

＜三位決定戦＞

濱地 奈緒（福岡工業）

下條 綾華（福工大城東）
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優勝 畑村 愛恵（敬 愛）

２位 谷藤 麻衣（敬 愛）

３位 日高 雪美（福工大附城東）

４位 長畑 喜子（稲築志耕館）

畑村 愛恵（敬 愛）１

中嶋 真子（西短大附）２

中村 菜見子（香椎工業）１

長畑 喜子（稲築志耕館）１

立石 一美（九州産業）２

日高 雪美（福工大城東）２

空閑 明日香（三 井）１

熊谷 優美（南 筑）１

谷藤 麻衣（敬 愛）２

＜三位決定戦＞

長畑 喜子（稲築志耕館）

日高 雪美（福工大城東）


