
令和元年度　　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（男子個人戦）令和元年度　　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（男子個人戦）令和元年度　　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（男子個人戦）令和元年度　　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（男子個人戦）
日時：令和元年９月１５日（日）

場所：新宝満川テニスコート　 

1 (大牟田) 山下・五十嵐 優勝優勝優勝優勝 古田・井上 (大牟田)

2 (朝倉東) 今村・坂田 吉原・遠山

(浮羽工業) 池田・久保 準優勝準優勝準優勝準優勝 御所・椎原 (浮羽究真館)

54

(有明高専) 55

56

4 (八女工業) 田川・西田 土居・岡崎 (八女) 57

3

5 (八女) 村上・大久保 酒見・緒方 (八女工業) 58

6 (浮羽究真館) 矢羽田・川原 城戸・後藤 (南筑) 59

7 (三池工業) 釘崎・藤木 清原・白谷 (祐誠) 60

8 (南筑) 石川・佐藤 牛島・塚原 (久留米商業) 61

9 (久留米商業) 石橋・寺松 江頭・田尻 (明善) 62

10 (明善) 西岡・朝隈 河津・江頭 (久留米) 63

11 (朝倉) 國松・赤松 岡部・窪山 (朝倉) 64

12 (祐誠) 内野・田中 樋口・古賀 (浮羽工業) 65

13 (久留米) 川口・鏡 平川・倉光 (朝倉東) 66

14 (久留米商業) 境・塚本 浜岡・廣瀬 (南筑) 67

15 (山門) 沖・西村 髙宗・星野 (伝習館) 68

16 (八女) 篠原・樋渡 河村・堤 (八女工業) 69

17 (三池) 渡邊・宮崎 村田・津留﨑 (明善) 70

18 (祐誠) 千綿・濵田 中野・大石 (久留米筑水) 71

19 (浮羽究真館) 佐々木・泉 井上・大西 (久留米商業) 72

20 (朝倉) 山口・鳥越 佐藤・久佐木 (朝倉) 73

21 (三池工業) 田中・内山 松田・横尾 (大牟田) 74

22 (朝倉東) 勅使瓦・武部 平木・大熊 (朝倉東) 75

23 (有明高専) 堀・嶽本 前原・吉田 (三池) 76

24 (浮羽工業) 田中・池田 多久・手島 (浮羽工業) 77

25 (八女工業) 松島・藤丸 梅野・馬淵 (八女) 78

26 (明善) 真谷・杉本 入江・森 (祐誠) 79

27 (南筑) 青井・野﨑 北村・木村 (三池工業) 80

28 (大牟田) 中村・橋村 平田・本山 (久留米商業) 81

29 (八女) 山北・須藤 松本・杉野 (南筑) 82

30 (浮羽工業) 田﨑・水城 田中・満江 (三池工業) 83

31 (祐誠) 德永・山下 池松・池上 (八女) 84

32 (三池) 野田・上田 大渕・椛島 (八女工業) 85

33 (八女工業) 富安・甲木 高田・北原 (明善) 86

34 (朝倉) 深町・佐々木 松岡・井上 (祐誠) 87

35 (南筑) 足達・天願 田中・北村 (有明高専) 88

大場・宮﨑 (久留米) 89

36 (朝倉東) 則松・田中 馬田・飯田 (浮羽工業) 90

37 (明善) 井田・井上 近藤・東 (三池) 91

38 (浮羽究真館) 堀江・原田 西本・平田 (朝倉東) 92

39 (有明高専) 河野・中村 大山・佐藤 (浮羽究真館) 93

40 (久留米商業) 秋吉・髙木 上野・林 (朝倉) 94

41 (大牟田) 波田・前田 持永・淡地 (南筑) 95

42 (大牟田北) 龍・山口 山田・小嶋 (浮羽工業) 96

43 (朝倉東) 井口・熊谷 柴田・緒方 (明善) 97

44 (明善) 長田・鈴木 舟木・原田 (朝倉東) 98

45 (三池工業) 梅﨑・髙田 古賀・竹下 (八女工業) 99

46 (伝習館) 久良木・髙田 野口・寳珠山 (山門) 100

47 (朝倉) 石橋・小金丸 蒲地・原田 (祐誠) 101

48 (祐誠) 辻村・高山 大石・釘崎 (八女) 102

49 (浮羽工業) 石橋・松本 日野・林 (朝倉) 103

50 (八女) 川野・江頭 鶴岡・荒木 (伝習館) 104

51 (八女工業) 中島・森本 覚知・福島 (三池工業) 105

52 (久留米) 和田・竹井 髙口・前田 (三池) 106

53 (南筑) 吉田・能塚 袈裟丸・宮田 (大牟田) 107

３位決定戦３位決定戦３位決定戦３位決定戦
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