
令和元年度　第７４回国民体育大会卓球競技（少年の部）筑豊地区予選会

令和元年６月１日（土）

飯塚市飯塚第一体育館

男子シングルス
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３位決定

　花元(近大福岡高) 2 - 3 小野 琢(嘉穂高)

秋月 (鞍手竜徳高校) 95

(嘉穂東)
山下

岸川 (近大福岡高校) 94

44 和多 (飯塚鎮西中学校)

山崎 (飯塚鎮西中学校) 93

47 小野　琢 (嘉穂高校)

46 古川 (アトラス卓球クラブ)

43 野田 (嘉穂高校)

升田 (嘉穂高校) 92

42 松岡 (桂川中学校)

添田 (桂川中学校) 91

丹下 (鞍手高校) 90

45 盛内 (近大福岡高校)

41 篠田 (直方高校)

坂井 (大和青藍高校) 89

40 岩熊 (嘉穂高校)

野見山 (嘉穂東高校) 88

39 立石 (稲築志耕館高校)

小川 (嘉穂高校) 87

38 佐々木 (嘉穂東高校)

本永 (福智高校) 86

37 吉田 (鞍手高校)

藤谷 (稲築志耕館高校) 85

36 太田 (近大福岡高校)

勝田 (近大福岡高校) 84

35 久我 (嘉穂東高校)

土田 (近大福岡高校) 83

34 名久井 (大和青藍高校)

犬丸 (二瀬中学校) 82

33 山田 (近大福岡高校)

橋本 (嘉穂東高校) 81

32 孫野 (田川科学技術高校)

神河 (直方高校) 80

31 宮嶋 (近大福岡高校)

津村 (近大福岡高校) 79

30 正林 (嘉穂高校)

石堂 (嘉穂高校) 78

29 伊藤 (飯塚鎮西中学校)

角 (田川科学技術高校) 77

28 篠原 (鞍手高校)

塩川 (鞍手高校) 76

27 石川 (嘉穂東高校)

安永 (嘉穂高校) 75

26 秋山 (嘉穂高校)

浦永 (近大福岡高校) 74

25 松永 (二瀬中学校)

伊藤 (桂川中学校) 73

24 高城 (近大福岡高校)

田中　大 (嘉穂高校) 72

23 鶴尾 (近大福岡高校)

木戸 (嘉穂東高校) 71

22 橋本 (嘉穂高校)

阿部 (嘉穂高校) 70

21 田中 (田川科学技術高校)

亀谷 (直方高校) 69

20 仲村 (鞍手高校)

林 (近大福岡高校) 68

19 半仁田 (嘉穂東高校)

北城戸 (飯塚鎮西中学校) 67

18 兒嶋 (嘉穂高校)

田村 (鞍手高校) 66

17 川上 (近大福岡高校)

本多 (近大福岡高校) 65

16 山本 (直方高校)

芳中 (桂川中学校) 64

15 野畠 (飯塚鎮西中学校)

田中　上 (嘉穂高校) 63

14 中村　元 (近大福岡高校)

梅野 (二瀬中学校) 62

13 原田 (桂川中学校)

和田 (大和青藍高校) 61

12 淡田 (嘉穂高校)

辻塚 (嘉穂高校) 60

11 金子 (鞍手竜徳高校)

小野　正 (嘉穂高校) 59

10 加治 (嘉穂高校)

杉本 (直方高校) 58

9 二村 (鞍手高校)

波戸村 (近大福岡高校) 57

8 徳田 (近大福岡高校)

古本 (鞍手高校) 56

西田 (嘉穂東高校) 53

7 安部 (二瀬中学校)

田尻 (田川科学技術高校) 55

6 坂田 (嘉穂高校)

中田 (嘉穂東高校) 54

5 山田 (直方高校) 小野 (桂川中学校) 52

4 中村　亘 (近大福岡高校)

1 山下 (嘉穂東高校) 花元 (近大福岡高校) 48

松尾 (二瀬中学校) 51

3 齋藤 (大和青藍高校) 福岡 (稲築志耕館高校) 50

2 瓜生 (嘉穂高校) 平山 (嘉穂高校) 49


