
2019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
兼第８８回全国高等学校総合体育大会筑豊ブロック予選会

兼第７２回全九州高等学校体育大会筑豊ブロック予選会
2019年５月５，６日（祝，休）

飯塚市飯塚第一体育館

男子学校対抗戦

Ａパート

① 嘉穂東高校 ② 直方高校 ③ 鞍手高校 勝敗 順位

① 嘉穂東高校 －

② 直方高校 －

③ 鞍手高校 －

Ｂパート

① 稲築志耕館高校 ② 嘉穂高校 ③ 田川科学技術高校 勝敗 順位

① 稲築志耕館高校 －

② 嘉穂高校 －

③ 田川科学技術高校 －

Ｃパート

① 近大福岡高校 ② 鞍手竜徳高校 ③ 大和青藍高校 ④ 筑豊高校 勝敗 順位

① 近大福岡高校 －

② 鞍手竜徳高校 －

③ 大和青藍高校 －

④ 筑豊高校 －

試合進行　Ａ、Ｂパート 試合進行　Ｃパート

第一試合　② 対 ③ 第一試合　① 対 ④、② 対 ③

第二試合　第一試合敗者 対 ① 第二試合　第一試合勝者 対 第一試合敗者

第三試合　第一試合勝者 対 ① 第三試合　残り対戦



男子決勝リーグ

１位パート

A-1 B-1 C-1 勝敗 順位

A-1 －

B-1 －

C-1 －

２位パート

A-2 B-2 C-2 勝敗 順位

A-2 －

B-2 －

C-2 －

３位パート

A-3 B-3 C-3 勝敗 順位

A-3 －

B-3 －

C-3 －

試合進行　１，３位パート ２位パート

第一試合　Ｂ 対 Ｃ Ａ 対 Ｂ

第二試合　第一試合敗者 対 Ａ 第一試合敗者 対 Ｃ

第三試合　第一試合勝者 対 Ａ 第一試合勝者 対 Ｃ



2019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

兼第８８回全国高等学校総合体育大会筑豊ブロック予選会

兼第７２回全九州高等学校体育大会筑豊ブロック予選会

2019年５月５，６日（祝，休）

飯塚市飯塚第一体育館

女子学校対抗戦

① 嘉穂高校 ② 嘉穂東高校 ③ 鞍手高校 勝敗 順位

① 嘉穂高校 －

② 嘉穂東高校 －

③ 鞍手高校 －

　試合順序
　　第一試合　②　対　③
　　第二試合　①　対　第一試合敗者
　　第三試合　①　対　第一試合勝者



2019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

2019年4月29日（祝）

飯塚第一体育館

男子シングルス

1 山下 (嘉穂東) 大和 (嘉穂東) 53

2 塩川 (鞍手) 川上 (近大福岡) 54

3 徳田 (近大福岡) 武智 (筑豊) 55

4 西川 (鞍手竜徳) 松嶋 (田川科学技術) 56

5 藤谷 (稲築志耕館) 奥田 (鞍手) 57

6 渡邊 (筑豊) 安永 (嘉穂) 58

7 石堂 (嘉穂) 寺光 (鞍手竜徳) 59

8 土田 (近大福岡) 小野 正 (嘉穂) 60

9 関野 (田川科学技術) 仲村 (鞍手) 61

10 佐々木 (嘉穂東) 永島 (稲築志耕館) 62

11 田中 (嘉穂) 鶴尾 (近大福岡) 63

12 名久井 (大和青藍) 春本 (田川科学技術) 64

13 古本 (鞍手) 橋本 (嘉穂東) 65

14 辻塚 (嘉穂) 川上 (嘉穂東) 66

15 松浦 (筑豊) 森 (筑豊) 67

16 高野 (稲築志耕館) 菅野 (嘉穂) 68

17 金子 (鞍手竜徳) 勝田 (近大福岡) 69

18 井野 (田川科学技術) 星 (鞍手竜徳) 70

19 中村 (近大福岡) 崎山 (田川科学技術) 71

20 永岡 (鞍手) 田尻 (稲築志耕館) 72

21 孫野 (田川科学技術) 前田 (大和青藍) 73

22 升田 (嘉穂) 中村 (近大福岡) 74

23 亀谷 (直方) 半仁田 (嘉穂東) 75

24 太田 (近大福岡) 小野 琢 (嘉穂) 76

25 石橋 (鞍手竜徳) 越﨑 (鞍手竜徳) 77

26 中田 (嘉穂東) 田村 (鞍手) 78

27 花元 (近大福岡) 高城 (近大福岡) 79

28 國武 (田川科学技術) 野見山 (嘉穂東) 80

29 二村 (鞍手) 兒嶋 (嘉穂) 81

30 川角 (嘉穂東) 坂井 (大和青藍) 82

31 門脇 (鞍手竜徳) 秋山 (鞍手竜徳) 83

32 小川 (嘉穂) 戸畑 (鞍手) 84

33 齋藤 (大和青藍) 西川 (筑豊) 85

34 正林 (嘉穂) 木戸 (嘉穂東) 86

35 山田 (近大福岡) 谷口 (田川科学技術) 87

36 星 (鞍手) 波戸村 (近大福岡) 88

37 大久保 (稲築志耕館) 兼實 (鞍手) 89

38 西田 (嘉穂東) 緒方 (稲築志耕館) 90

39 堀 (鞍手竜徳) 江口 (嘉穂) 91

40 淡田 (嘉穂) 篠田 (直方) 92

41 福岡 (稲築志耕館) 池田 (筑豊) 93

42 林 (近大福岡) 平野 (近大福岡) 94

43 鮫島 (筑豊) 久我 (嘉穂東) 95

44 篠原 (鞍手) 山倉 (田川科学技術) 96

45 熊谷 (嘉穂東) 梅野 (嘉穂) 97

46 本多 (近大福岡) 立石 (稲築志耕館) 98

47 山本 (鞍手竜徳) 本永 (福智) 99

48 山田 (直方) 山本 (近大福岡) 100

49 大里 (嘉穂) 吉田 (鞍手) 101

50 繁田 (嘉穂東) 秋月 (鞍手竜徳) 102

51 丹下 (鞍手) 坂田 (嘉穂) 103

52 角 (田川科学技術) 石川 (嘉穂東) 104



2019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

2019年4月29日（祝）

飯塚第一体育館

女子シングルス

1 富永 (稲築志耕館) 焼山 (嘉穂東) 12

2 江藤 (嘉穂東) 古堅

根笈 (嘉穂東)

15

(嘉穂) 13

3 石打 (大和青藍) 14

4

小田 (嘉穂東)

迫 (鞍手)

川上

5

赤川 (嘉穂)

(嘉穂東)

野依 (嘉穂) 16

6 中川 (嘉穂東)

19

(近大福岡)

17

7 吉田 (嘉穂) 大軒 18

8 永田 (鞍手) 矢本 (嘉穂)

杷野 (鞍手) 20

10 別府 (嘉穂東)

11

平川 (嘉穂)9

黒木 (鞍手) 22

片桐 (嘉穂)

23(大和青藍)

21

守島 (嘉穂東)

財津

A

B

C

D

E

F

G

H



2019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

2019年5月5日（祝）

飯塚第一体育館

男子ダブルス

1 山下・木戸 (嘉穂東) 大和・川上 (嘉穂東) 25

2 中村・中村 (近大福岡) 升田・平山 (嘉穂) 26

3 齋藤・名久井 (大和青藍) 林・盛内 (近大福岡) 27

4 松嶋・谷口 (田川科学技術) 田尻・緒方 (稲築志耕館) 28

5 安永・田中 (嘉穂) 森・池田 (筑豊) 29

6 寺光・西川 (鞍手竜徳) 坂井・前田 (大和青藍) 30

7 篠田・亀谷 (直方) 勝田・太田 (近大福岡) 31

8 田村・吉田 (鞍手) 古本・丹下 (鞍手) 32

9 福岡・藤谷 (稲築志耕館) 山本・星 (鞍手竜徳) 33

10 鶴尾・土田 (近大福岡) 山田・山本 (直方) 34

11 野見山・石川 (嘉穂東) 角・春本 (田川科学技術) 35

12 小野 琢・正林 (嘉穂) 辻塚・淡田 (嘉穂) 36

13 花元・高城 (近大福岡) 永岡・兼實 (鞍手) 37

14 星・戸畑 (鞍手) 山田・山本 (近大福岡) 38

15 崎山・孫野 (田川科学技術) 立石・永島 (稲築志耕館) 39

16 久我・半仁田 (嘉穂東) 関野・山倉 (田川科学技術) 40

17 金子・石橋 (鞍手竜徳) 菅野・井上 (嘉穂) 41

18 田中・石堂 (嘉穂) 繁田・中田 (嘉穂東) 42

19 鮫島・西川 (筑豊) 本多・平野 (近大福岡) 43

20 二村・塩川 (鞍手) 武智・松浦 (筑豊) 44

21 川角・熊谷 (嘉穂東) 小野 正・坂田 (嘉穂) 45

22 波戸村・徳田 (近大福岡) 國武・井野 (田川科学技術) 46

23 梅野・兒嶋 (嘉穂) 佐々木・橋本 (嘉穂東) 47

24 高野・大久保 (稲築志耕館) 堀・秋月 (鞍手竜徳) 48



2019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

2019年5月5日（祝）

飯塚第一体育館

女子ダブルス

5 大軒・別府 (嘉穂東)

財津・石打 (大和青藍) 9

焼山・中川 (嘉穂東) 10

4 野依・吉田 (嘉穂)

7

3 根笈・小田 (嘉穂東) 杷野・永田 (鞍手) 8

(嘉穂) 6

2 黒木・迫 (鞍手) 江藤・守島 (嘉穂東)

1 片桐・矢本(嘉穂)平川・赤川


