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女子団体
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no. 校名 ペア名 一回戦二回戦三回戦四回戦 四回戦三回戦二回戦 一回戦 no. 校名 ペア名 no. 校名 ペア名 一回戦二回戦三回戦四回戦 四回戦三回戦二回戦 一回戦 no. 校名 ペア名

３位決定戦

47 真颯館 前田・羽迫 71 小倉工業 綾部・藤田

70 北九州高専 宇土・水本 94 真颯館 尾崎・瀧内23 自由ケ丘 猪山・中﨑 46 小倉工業 熊谷・小浦

69 真颯館 三嶋・西村 93 大翔館 村井・渡邉22 小倉南 八木・肥後 45 北九州 竹内・今任

68 小倉南 川口・平本 92 小倉南 沼田・松田21 真颯館 三田・槌本 44 築上西 川﨑・椋本

67 北九州市立 鈴山・渡邉 91 自由ケ丘 田中・井上20 門司学園 本田・片岡 43 豊国 長藤・片岡

66 自由ケ丘 石井・水摩 90 北九州市立 森本・島添19 八幡 中尾・山本 42 小倉南 長谷川・吉田

65 八幡 山﨑・中島 89 東筑 杉原・前田18 小倉工業 小田・島田 41 北九州市立 植木・馬場

64 青豊 平川・手月 88 築上西 有田・前田17 豊国 鵜池・津川 40 北九州高専 柳井・藤木

63 築上西 江口・伊藤 87 北九州 古賀・田中16 北九州 桐山・堤 39 八幡 小松・弥永

62 北九州 浅田・田代 86 小倉工業 井口・三栗谷15 東筑 山本・三浦 38 自由ケ丘 白石・用松

61 門司学園 吉崎・堤 85 北九州高専 木村・小枝14 大翔館 青山・日野桜 37 大翔館 久徳・跡田

36 青豊 佐野・札本 60 大翔館 藤野・町田

59 北九州高専 髙木・伊原 83 大翔館 日野颯・中村

84 青豊 松本・稲田

12 北九州高専 平野・木下 35 小倉工業 長田・片山

13 築上西 有吉・篠田

58 大翔館 柳井・荒川 82 小倉工業 白石・皆川11 青豊 古見・佐伯 34 小倉南 藤本・今村

57 北九州市立 髙原・臼木 81 小倉南 薮田・桂10 小倉工業 平山・髙原 33 真颯館 大村・大住

56 青豊 小林・用正 80 豊国 細川・光井9 八幡 古川・入江 32 門司学園 久門・薗田

55 自由ケ丘 後藤・根葉 79 八幡 米田・石川8 小倉南 吉村・福江 31 北九州市立 宇都宮・清永

54 小倉南 松本・大西 78 門司学園 矢上・師岡7 北九州市立 木村・鹿子島 30 築上西 松尾・田中

53 門司学園 竹川・新井 77 北九州高専 片峯・藤岡6 北九州 山中・一松 29 北九州 松隈・神﨑

北九州市立 山口・藤崎2 自由ケ丘 中村・米田 25 自由ケ丘 嶋本・平岩

52 豊国 青木・柿木 76 青豊 松本・奥5 築上西 城田・井上 28 東筑 大茂・福山

51 北九州 徳森・森野 75 真颯館 上村・秦4 北九州高専 高城・奥村 27 八幡 佐伯・藁品

48 真颯館 花田・名和 72 自由ケ丘 田中・大松1 真颯館 坂本・増田 24 大翔館 植木・高牟禮

50 築上西 和田・田村 74 北九州 舩橋・岩尾3 大翔館 藤本・松﨑 26 北九州高専 井上・佐藤

49 小倉工業 甲斐・中池 73



no. 校名 ペア名 一回戦二回戦三回戦四回戦 四回戦三回戦二回戦一回戦 no. 校名 ペア名 no. 校名 ペア名 一回戦二回戦三回戦四回戦 四回戦三回戦二回戦一回戦 no. 校名 ペア名

3位 3位
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３位決定戦

57 小倉南 橋本・須田 76 青豊 一丸・瀬口19 青豊 白石・髙松 38 青豊 立花・向野

56 東筑 木森・山下 75 北九州市立 中西・濱村18 小倉南 木下・篠崎 37 大翔館 久永・迫田

55 北九州市立 千手・緒方 74 北九州 荒巻・池内17 八幡 池田・牟 36 東筑 岩根・日髙

54 自由ケ丘 皆元・吉井 73 北九州高専 宮園・岩屋16 大翔館 松本・池田 35 八幡 蛇嶋・阿部

53 折尾 中西・東 72 小倉南 久保・馬場15 自由ケ丘 安永・三浦 34 美萩野 井上・福島

52 北九州 浜内・野村 71 折尾 小谷川・森田14 北九州市立 杉永・河﨑 33 築上西 阿部・吉賀

51 門司学園 山田・赤星 70 八幡 黒木・白石13 東筑 武石・高橋 32 折尾 島本・熊本

50 大翔館 青木香・狩又 69 大翔館 湯口・細川12 北九州 有田・中村 31 自由ケ丘 堀・柿原

49 美萩野 森下・佐藤 68 東筑 寺戸・奥田花11 小倉 南・中島 30 小倉南 城田・山本

48 八幡 山田・香山 67 小倉 荒津・松隈10 美萩野 酒井・大窪 29 東筑 田仲・渡部

47 北九州市立 芦田・西 66 自由ケ丘 副島・爲賴9 八幡 三浦・福永 28 青豊 矢野・上田

46 築上西 星野・日髙 65 門司学園 成田・梶原8 北九州市立 前田・山下 27 小倉 中野・宇都宮

45 北九州高専 河面・迫田 64 北九州 佐々木・告7 大翔館 岡島・青木保 26 小倉南 小山・斎川

44 自由ケ丘 加島千・坂本 63 美萩野 安東・大塚6 門司学園 原田・山田 25 北九州高専 平野・梛原

43 青豊 葉金・花見 62 大翔館 高城・磯部5 東筑 筋田・都留 24 北九州市立 高口・栗栖

42 美萩野 宮﨑・檜鶴 61 北九州市立 鬼塚・青影4 北九州高専 大宮・小西 23 北九州 栗林・長井

41 小倉南 山内・富永 60 北九州高専 笠井・庄子3 自由ケ丘 加島彩・田中 22 門司学園 廣末・山口

1 小倉南 渡邊・森本 20 大翔館 浮田・森

40 大翔館 古賀・牟田 59 青豊 中野・角田2 美萩野 大堀・濱田 21 自由ケ丘 藤田・有吉

39 東筑 奥田凜・熊谷 58 小倉南 山下・前田


