
◎・・会計

No 種目

1 陸上 名倉　政雄 （筑前） 山﨑　義秋 （筑前） 花田　　保 （八幡南） ◎小藤　昭 （福大若葉） 松藤　義文 （三池） 城田　尚一 （直方）

平川　　収 （宇美商業） 藤井    崇 （近大福岡）

2 体操 固谷　　寛 （門司学園） 花北　清美 （門司学園） 上村　郁代 （折尾愛真） ◎石橋　和子 （福岡）

濱﨑　春夫 （九州国際大付） 湯浅　芳雄 （東福岡）

3 水泳 石田　美孝 （福大若葉） 小川　純一 （福大若葉） 小野靖一郎 （北筑） ◎今村よし恵 （香住丘） 日野　欣典 （浮羽工業） 井上　健一 （嘉穂東）

佐々木貴士 （宇美商業） 鹿野　貴士 （八女）

辻　　幸彦 （筑前）

4 バスケット 吉積　正孝 （博多工業） 湯村　　健 （博多工業） 多田　義文 （小倉工業） ◎牧　好浩 （玄洋） 萩尾　誠治 （西短大附） 文野　政憲 （直方）

ボール 森田　雄英 （筑紫女学園）

5 バレーボール 春本　文昭 （西田川） 坂本　哲郎 （西田川） ◎石飛　浩 （北九州市立） 矢野　公樹 （宗像） 本村　秀男 （福島） 島本　　剛 （稲築志耕館）

有村　秀樹 （北九州）

6 卓球 永光　昭彦 （稲築志耕館） 藤村　明弘 （稲築志耕館） ◎井　泰人 （自由ケ丘） 瓜生　　修 （筑紫台） 牛島　　仁 大塚　洋一 （嘉穂東）

石田真太郎 （希望が丘）

7 ソフトテニス 松尾　圭子 （福岡魁誠） 谷　　慎一 （福岡魁誠） 林　耕造 （門司大翔館） ◎夏秋　嘉夫 （福岡女商） 秋吉　利彦 （南筑） 豊福　成史 （田川）

三浦　正志 （宇美商業）

8 ハンドボール 橋本　武志 （筑紫中央） 稲永　貴仁 （筑紫中央） 田中　亮平 （小倉工業） ◎堤　久和 （武蔵台） 古賀　理恵 （明善）

久保野弘光 （新宮）

安永　　剛 （香椎）

平島　哲也 （春日）

兒島　　悟 （早良）

塚本　涼子 （西南学院）

9 サッカー 名倉　政雄 （筑前） 福島　省三 （筑前） 染矢　淳 （北筑） ◎三笘　大輔 （修猷館) 古川　　淳 （伝習館） 金田　大吉 （鞍手）

安部　勇二 （武蔵台）

10 ラグビー 藤野　重雄 （福岡） 牟田口享司 （福岡） 阿部　展裕 （門司学園） ◎原　雅宜 （柏陵） 石蔵　慶典 （久留米）

長谷川正善 （八幡） 萩尾　哲朗 （太宰府） 加藤　茂文 （明善）

北島　政徳 （筑紫台）

杉山　英明 （修猷館)

11 バドミントン 伊東　正和 （九州国際大付） 明神　憲一 (九州国際大付) 釜瀬　洋一 （八幡工業） 目野　俊昭 （福岡常葉) ◎平田　勝敬 （大牟田） 植田　文弘 （福智）

日高　義治 （福岡女子）

12 ソフトボール 山中　　均 （福岡中央） 西田　圭助 （福岡中央） 熊谷　徹 （北九州市立） ◎粂本　健 （福大若葉） 緒方　　聡 （杉森）

麻生　克宏 （小倉商業） 福吉　敏郎 （筑陽学園） 西嶋　賢児 （三潴）

野口　陽子 （福岡講倫館９

13 相撲 松尾　圭子 （福岡魁誠） 渡邉　祐二 （福岡魁誠） ◎佐伯　競 （希望が丘） 南　　　博 （朝倉東）

14 柔道 下堀　浩二 （青豊） 礒部　喜昭 （青豊） 大庭　勇平 （八幡） ◎藤原　誠 （修猷館） 杉野健次郎 （大牟田） 小茂田　敦 （嘉穂）

甲斐　康浩 （東海大五）

15 剣道 中嶋　利昭 （修猷館） 嶌末　秀一 （修猷館） 酒井壽恵則 （小倉南） ◎徳安　拓三 （香椎工業） 橋本　信之 （明善） 杉野　晴一 （直方）

菊池　　忍 （福翔）

16 レスリング 左右田　裕 （北九州） 仲野　健二 （北九州） 辻　　栄樹 （小倉商業） 山崎　哲也 （東福岡） ◎中野　智之 （東鷹）

有延　伸一 （築上西）

17 弓道 西川　信次 （小倉南） 土谷　武司 （小倉南） 椋田　孝行 （青豊） ◎白奥　聡 （西南学院） 塚本　桂子 （福島） 諌山　剛一 （東鷹）

安川　俊英 （春日）

18 テニス 古賀　　賢 （柳川） 本田　健児 （柳川） ◎船津　昌章 （折尾愛真） 木原　春光 （福大若葉） 吉田　貞徳 （山門） 秋山　秀親 （嘉穂）

19 登山 藤野　重雄 （福岡） 森山　英治 （福岡） 徳永　勝文 （若松） ◎松尾　隆一 （筑紫丘） 平形　隆弘 （八女工業）

20 ボクシング 井上　　裕 （太宰府） 柴田　裕史 （太宰府） ◎杉本　幸夫 （豊国学園） 宮崎　高実 （純真） 米良　　聡 （大牟田北）

古賀　大作 （東福岡)

吉住　康史 （糸島農業）

21 ウエイト 和田　直樹 （八幡中央） 守　昌宏 （八幡中央） ◎浦田　省和 （八幡中央） 金田　拓郎 （筑紫台）

リフティング 大庭　広行 （九州国際大付） 江川　慶太 （東福岡)

青木　俊一 （光陵）

22 ヨット 中嶋　利昭 （修猷館） ◎金川　文雄 （修猷館）

23 フェンシング 松尾　圭子 （福岡魁誠） 野元伸一郎 （福岡魁誠） 火箱　　円 （美萩野女子） ◎難波　毅

24 空手道 松原　　功 （東福岡） 関戸　善伸 （東福岡） 山本　哲也 （真颯館） 俵　孝太郎 （福岡魁誠） ◎吉田　光希 （久留米商） 土谷　圭亮 （東鷹）

佐伯　慎司 （九産大付九州）

25 アーチェリー 濱田　淳一 （折尾） 中島　克哉 （折尾） 山根　真樹 （小倉南） ◎千代丸雄晴 （柏陵） 古賀　秀一 （大牟田北）

城戸田　巌　 （折尾） 古屋　俊英 （柏陵）

26 なぎなた 角田　浩之 （福岡常葉） 矢野　陽子 （福岡常葉） 牧　　千幸 （戸畑工業） ◎岩村　智子 （須恵）

今地　倫子 （中村学園女）

27 野外活動 青木　茂幸 （小郡） 濱田　　晃 （小郡） 田代　敏博 （戸畑工業） ◎松永　茂美 （福岡工業） 池之上哲朗 （田川科学技術）

石田　康治 （福岡講倫館）

28 研究 髙橋　成隆 （光陵） 米原　光章 （古賀竟成館） 重松　勝也 （戸畑工業） ◎土居　弘典 （柏陵） 高野　道子 （ありあけ新世）

29 自転車 島本　　司 月成　憲一 渡辺　幸博 （豊国学園） ◎富田　欣哉

野田　豊

宮原　義彦 （西短大附）

30 ボート 小磯　　稔 （八幡工業） 久次　幹雄 （八幡工業） ◎明石　典宏 （東筑）

後藤　教生 （東筑）

宮田　憲治 （遠賀）

倉本　和典 （八幡工業）

31 カヌー 堀　　秀行 （三潴） 富松　和彦 （三潴） ◎竹下　弘司 （沖学園） 竹森　良子 （筑後特別支援）

32 少林寺拳法 吉村　俊治 （常磐） ◎渡邊　弘一 （常磐） 高山　栄海 （福智）
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