
中学二年男子シングルス

1 武田（陸） 三国 城戸 三宅 18
立崎 春日西 川上 玄洋
清水 三宅 野口 春日野

10
2 比嘉 三筑 19

2 野崎 春日西
bye 小坂 粕屋

22
浦野 高取 20

3 佐藤 粕屋東 18 石塚 春日野
佐藤 春日野 阿比留 多々良中央
山中 宮竹 11

磯部 春日南 21
4 小原 粕屋 千住 宮竹

光安 多々良中央 村山 粕屋
代宮司 春日西 28

3 手嶌 春日野 22
5 財部 花畑 吉川 玄洋

今田 春日野 26 長 粕屋東
川田 飛幡 12

伊東 大分豊府 23
6 bye 永尾 宮竹

佐々木 春日西
23

7 井手 花畑 4 草野 曰佐 24
鳥越 多々良中央 永末 粕屋
山元 春日野 赤城 飛幡
碩 百道 13

19 花岡 多々良中央 25
8 河口 大野 手嶌 是澤 三国

新川 春日南 林 三宅
山本 粕屋

5 30 31 棚町 粕屋 26
9 塔ノ上 玄洋 三笠 三宅

川田 三宅 吉岡 春日南
中塚 三筑 14

武田（大） 三国 27
10 大柿 春日野 野村 春日野

伊原 玄洋 勝野 春日西
小川 三宅 24

6 樋口 玄洋 28
11 志波 春日西 栗島 宮竹

丸谷 高取 藤 春日野
犬飼 三国 15

20 塩見 粕屋東 29
12 佐々木 多々良中央 後藤 多々良中央

永田 粕屋 中倉 高取
森 春日南 29

7 鐘ヶ江 春日西 30
13 玉利 粕屋 美川 城西

野原 宮竹 水原 粕屋
佐々木 春日野 16

27 大矢 前原西 31
14 妻鹿 高取 山田 多々良中央

中野 多々良中央 甲木 宮竹
西野 春日西

8 25 村上 春日野 32
15 柿添 三宅 池 玄洋

藤田 粕屋 岩佐 多々良中央
片桐 春日野 1 小松 粕屋

21
16 柳 飛幡 33

北川 宮竹 17 bye
山田 粕屋

9 南 飛幡 34
17 後藤 大分豊府 優勝　手嶌（春日野）　 木村 大野

相良 春日野 二位　大柿（春日野） 窪田 春日野
綿井 多々良中央 三位　碩（百道）

三位　棚町（粕屋）



中学一年男子シングルス

1 石橋 玄洋 中村 多々良中央 22

武内 粕屋 阿部 粕屋

清水 三国 吉田 曰佐

17

空閑 春日野 23

2 9 上地 三筑

bye 平田 和白丘

5

下川 玄洋 24

3 秀島 曰佐 29 大渕 三国

大柿 春日野 25 豊田 花畑

小倉 三宅

長畠 春日西 25

4 佐野 飛幡 岡 粕屋

吉田 三国 日野 宮竹

藤村 花畑 18

10 吉永 高取 26

5 兼重 三筑 荒川 飛幡

山下（却） 宮竹 田島 曰佐

高木 粕屋東 33 35

日 三宅 27

6 岩本 春日西 菅野 宮竹

月原 春日野 岡部 飛幡

石塚 玄洋 19

11 大杉 和白丘 28

7 小部 高取 高木 春日野

吉岡 三国 竹下 三筑

山下（翔） 宮竹 6

小西 花畑 29

8 26 柴倉 粕屋

bye 野上 板付

30

1 30

9 淵上 粕屋 bye

池口 宮竹

仲道 和白丘 12 7

大山 粕屋東 31

10 田中 花畑 梅津 多々良中央

西山 曰佐 20 安永 粕屋

福井 三筑

茶ノ木 曰佐 32

11 田代 三国 岡村 井上 高取

大串 粕屋東 若宮 春日西

濱田 春日野

13 37 38 岡村 飛幡 33

12 宇梶 高取 峠坂 曰佐

松村 曰佐 平岡 粕屋

長 粕屋東 21

2 三小田 和白丘 34

13 黒岩 三宅 増田 玄洋

松浦 多々良中央 楢原 三国

鷲見 春日西 8

27 森山 花畑 35

14 藤木 粕屋 31 三浦 春日野

須之内 警固 中牟田 三筑

赤木 玄洋

3 生津 板付 36

15 向 宮竹 永松 粕屋

三舩 花畑 大慈彌 三宅

下川 多々良中央 14 22

西垣 宮竹 37

16 井手 和白丘 中川原 三国

姫野 春日野 大神 高取

森 高取 34 36

17 城本 板付 船原 三筑 38

濱﨑 三宅 河内 曰佐

石川 曰佐 藤崎 春日西

15 23

18 長 宮竹 永田 春日野 39

加来 三国 森 宮竹

背戸 高取 西津 多々良中央

19 梅﨑 多々良中央 28 32 米永 三国 40

小河内 春日西 小笠原 三宅

橋本 曰佐 山下（翼） 宮竹

4

20 中村 飛幡 41

三浦 花畑 bye

黒田 三国 16 24

優勝　岡村（飛幡）　

21 西村 春日野 二位　藤木　（粕屋） 山口 粕屋 42

園田 粕屋 三位　岡（粕屋） 播磨 花畑

青木 宮竹 三位　小部（高取） 桐谷 春日野



中学二年女子シングルス

1 三村 平尾 伊藤 花畑 18

山下 花畑 竹上 前原西

辰田 那珂 西嶋 平尾

9

松下 那珂 19

2 1 中山 平尾

bye 畝中 粕屋

21

牧 飯塚第二 20

3 梶 曰佐 17 田中（杏） 那珂

平松 那珂 浜崎 百道

亀﨑 平尾 10

永瀬 多々良中央 21

4 楠元 那珂 濱﨑 平尾

室 多々良中央 生駒 宮竹

豊増 宮竹 27

2 中島 春日西 22

5 舞田 前原西 谷口 多々良中央

荒木 平尾 25 坂口 曰佐

田村 宮竹 11

古川 前原西 23

6 市橋 飯塚第二 末永 那珂

吉原 那珂 李 百道

須本 曰佐 22

3 24

7 上村 宮竹 bye
坂本 平尾

宮﨑 百道 12

18 吉田 春日野 25

8 岩田 粕屋 　木下 石川 那珂

松田 多々良中央 山下 粕屋

篠原 春日野

4 29 30 大谷 粕屋 26

9 南 和白丘 坂井 那珂

吉富 前原西 大矢 前原西

柳瀬 那珂 13

友原 多々良中央 27

10 田之上 百道 梁田 平尾

本多 那珂 葉山 那珂

重冨 前原西 23

5 28

11 内間 春日西 bye
古川 粕屋

森下 平尾 14

19 吉田（奈） 平尾 29

12 徳永 春日野 谷山 宮竹

中野 平尾 鬼塚 那珂

青柳 曰佐

6 28 大石 曰佐 30

13 木下 宮竹 本田 百道

松本 那珂 脇田 那珂

竹原 飯塚第二 15

26 下ノ薗 宮竹 31

14 鈴木 那珂 相生 和白丘

西田 多々良中央 福原 春日西

中村（心） 平尾

7 細谷 春日野 32

15 塩見 宮竹 24 森 前原西

柴田 平尾 萩坂 平尾

髙松 那珂

20 33

16 吉田（亜） 平尾 優勝　木下（宮竹）　 bye

西川 那珂 二位　牧（飯塚第二）

岡崎 粕屋 三位　三村（平尾） 16

8 三位　井村（那珂） 井村 那珂 34

17 千原 多々良中央 倉八 平尾

野田 前原西 宮﨑 飯塚第二

谷 宮竹



中学一年女子シングルス

1 川口 春日野 米井 平尾 17

酒見 多々良中央 山本 多々良中央

下田 平尾 江﨑 春日野

岩尾 那珂

18

2 bye

bye

釜谷 百道 19

3 玉木 曰佐 池田 那珂

甲斐 那珂 高倉 粕屋

野田 平尾

杠 春日野 20
4 佐藤 香椎第一 入倉 香椎第一

田中 花畑 三好 百道

吉岡 那珂

永山 花畑 21

5 前泉 平尾 西坂 平尾

吉田 百道 秋元 春日野

八尋 多々良中央

甲斐田 多々良中央 22
6 野上 那珂 木村 宮竹

光橋 粕屋 生野 平尾

木下 春日野

佐々木 須恵 23

7 畑中 飯塚第二 横山 那珂

窪 平尾 山口 春日野

古賀 春日野

袈裟丸 粕屋 24

8 本山 宮竹 東 平尾

安永 百道 袈裟丸 松崎 香椎第一

佐賀 那珂

内野 飯塚第二 25

9 井原 多々良中央 金子 粕屋

森野 宮竹 秦 那珂

濵先 那珂

大森 春日野 26
10 清水 平尾 月原 多々良中央

立花 春日野 重松 平尾

中野 粕屋

濵武 平尾 27

11 青木 春日野

bye 青木 花畑

28

12 栗田 那珂 bye
坂口 飯塚第二

葉山 百道

田中 宮竹 29
13 大城 花畑 宇都 多々良中央

石堂 平尾 日下部 那珂

松元 多々良中央

三串 平尾 30

14 有光 粕屋 吉野 春日野

坂田 那珂 西田 百道

赤木 春日野

31

15 久保 春日西 bye

大澤 那珂 優勝　袈裟丸（粕屋）　　

田中 平尾 二位　畑中（飯塚第二）

三位 有光（粕屋） 森本 那珂 32

16 本田 百道 三位　金子（粕屋） 和泉 平尾

松本 平尾 樺島 春日野
近藤 春日野


