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49 (誠修) 西田・木下 橋本・鹿田 (誠修) 97

48 (朝倉) 井上・永田 青木・池田 (浮羽究真館) 96

47 (久留米) 黒岩・津留崎 中村・香月 (久留米商業) 95

46 (浮羽究真館) 倉重・中島 樋口・東 (久留米筑水) 94

45 (山門) 鮎川・吉武 坂田・廣瀨 (朝倉) 93

44 (大川樟風) 今村・西岡 江田・仙頭 (八女) 92

43 (明善) 牟田・佐藤 西田・酒井 (久留米) 91

42 (伝習館) 田中・石田 阿部・豊田 (明善) 90

41 (南筑) 小畑・小野 橋本・千代原 (三井中央) 89

40 (三池) 鶴・廣重 髙山・片山 (朝倉東) 88

39 (久留米筑水) 武内・中村 原・境 (山門) 87

38 (久留米商業) 德永・平島 角田・吉田 (南筑) 86

37 (朝倉) 大石・平田 石田・小島 (久留米商業) 85

36 (久留米) 松瀬・加藤 紫原・江下 (明善) 84

35 (久留米商業) 行徳・堺 河野・境 (大牟田) 83

34 (祐誠) 田川・増田 重光・田中 (朝倉) 82

33 (誠修) 西林・重冨 北島・阿部 (久留米) 81

32 (伝習館) 中原・井樋 石井・熊谷 (朝倉東) 80

31 (大牟田) 柗原・徳永 三宅・葭原 (大牟田北) 79

30 (三井中央) 鹿毛・田中 上野・葭原 (誠修) 78

29 (山門) 安徳・田中 金子・山本 (久留米筑水) 77

28 (明善) 鹿野・大矢 古賀・小林 (山門) 76

27 (南筑) 吉岡・松本 龍・定方 (三池) 75

26 (朝倉東) 四ケ所・酒井 上田・小柳 (伝習館) 74

25 (誠修) 矢野・久保 千種・荻野 (朝倉) 73

24 (八女) 西村・倉本 門田・濵口 (誠修) 72

23 (久留米商業) 浅原・宮渕 藤島・島 (大牟田) 71

22 (大牟田) 小野・大城 成清・冨安 (山門) 70

21 (山門) 星野・南部 松田・中村 (南筑) 69

20 (久留米) 皷・山﨑 山北・中村 (久留米筑水) 68

19 (朝倉東) 西・平田 名嶋・倉重 (浮羽究真館) 67

18 (久留米筑水) 佐伯・手島 古賀・馬渕 (大川樟風) 66

17 (三井中央) 古賀・青木 柴田・東 (伝習館) 65

16 (明善) 村上・緒方 宇都宮・播磨 (久留米) 64

15 (浮羽究真館) 南・小川 井上・上津原 (八女工業) 63

14 (朝倉) 辻・原口 有村・坂本 (久留米商業) 62

13 (伝習館) 髙岡・中島 永見・岡部 (朝倉東) 61

12 (明善) 大森・三好 有田・髙口 (伝習館) 60

11 (三池) 伊藤・末藤 甲斐・足立 (三井中央) 59

10 (久留米) 村上・富松 前田・新村 (大牟田) 58

9 (大川樟風) 山田・江口 當山・宮﨑 (久留米商業) 57

8 (朝倉東) 古林・中村 井上・前田 (明善) 56

7 (南筑) 小屋松・田﨑 岡・江崎 (祐誠) 55

6 (誠修) 藤本・田川

(久留米) 53

3

5 (大牟田北) 黒木・砥上 山田・髙口 (三池) 54

4 (朝倉) 縄田・米替 森永・用田

(大牟田) 坂山・中村 準優勝準優勝準優勝準優勝 徳永・坂本 (南筑)

50

(山門) 51

52

2 (祐誠) 猿本・藤木 荒巻・髙田

平成３１年度　　福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権大会南部ブロック予選会（女子個人戦）平成３１年度　　福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権大会南部ブロック予選会（女子個人戦）平成３１年度　　福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権大会南部ブロック予選会（女子個人戦）平成３１年度　　福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権大会南部ブロック予選会（女子個人戦）
日時：平成３１年４月２９日（月）

場所：久留米ＳＣテニスコート

1 (久留米商業) 松藤・武藤 優勝優勝優勝優勝 田中・森尾 (誠修)
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