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ズ ォ秒悄溷黻オ

ォ樅魔オ ズズ

ザケ ォ軛冏オ 鰶ゅ籗o鑵 琄殤籗麈 ォ鑛頓陬オ ゲケケ

臬哲ゃ暼聿臬哲ゃ暼聿臬哲ゃ暼聿臬哲ゃ暼聿

ザゲ ォ秒悄溷黻オ C歹籗隰魔 ⒈樸籗轍ホ ォ遊五オ ゲケゲォ璈璈オ 籗 臃 籗
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３位決定戦

5 ( 大 川 樟 風 )
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( ) ( )

12

( 大 牟 田 ) 14
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( 朝 倉 )
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優勝優勝優勝優勝

３位決定戦

1 10

8

9 ( 朝 倉 ) ( 南 筑 )
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( 三 池 工 業 )

5 ( 伝 習 館 )

12
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10
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3

11

令和２年度　福岡県高等学校ソフトテニス新人大会南部ブロック予選会　　（団体戦)令和２年度　福岡県高等学校ソフトテニス新人大会南部ブロック予選会　　（団体戦)令和２年度　福岡県高等学校ソフトテニス新人大会南部ブロック予選会　　（団体戦)令和２年度　福岡県高等学校ソフトテニス新人大会南部ブロック予選会　　（団体戦)

日時：令和２年９月１３日(日) 

＜＜＜＜ 男男男男 子子子子 のののの 部部部部 ＞＞＞＞

1 ( 大 牟 田 )

( )

５位５位５位５位

( )

( 久 留 米 )

６位６位６位６位

( 久 留 米 商 業 )

場所：新宝満川テニスコート

優勝優勝優勝優勝

準優勝準優勝準優勝準優勝

８位８位８位８位

準優勝準優勝準優勝準優勝

( )

( )

場所：久留米スポーツセンターテニスコート
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9 ( 朝 倉 東 )
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( 誠 修 )
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