
決勝

谷川 松田

35 佐藤 (祐　誠) 芥川 (有明高専) 70

34 堀江 (浮羽究真館) 西 (八女工業) 69

33 千尋 (朝　倉) 井上 (八女学院) 68

32 伊藤 (八女工業) 谷口 (八女農業) 67

31 濱本 (三池工業) 主計 (三池工業) 66

30 境 (明　善) 清谷 (三　池) 65

29 花畠 (八女学院) 大﨑 (八　女) 64

28 内藤 (八女農業) 小林 (朝　倉) 63

27 藏本 (三　池) 坂田 (大牟田) 62

25 大野 (有明高専) 江頭 (山　門) 60

26 露木 (浮羽工業) 佐々木 (祐　誠) 61

24 坂田 (八女工業) 田中 (三池工業) 59

23 島 (祐　誠) 椛嶋 (八女工業) 58

22 森部 (朝　倉) 田中 (八女農業) 57

21 大橋 (八　女) 梶原悠 (朝　倉) 56

20 佐々木 (明　善) 立山秀 (浮羽工業) 55

5419 後藤 (三池工業) 前田 (明　善)

5318 中村 (TOｼﾞｭﾆｱ) 桑野 (八　女)

5217 吉開 (柳　川) 吉岡 (八女工業)

5116 江上 (三　池) 奥薗 (大牟田)

5015 下本 (明　善) 下迫 (朝　倉)

4914 下川 (大牟田) 髙橋 (三　池)

4813 田中 (浮羽工業) 稲永 (浮羽工業)

4712 萩尾 (八女工業) 今泉 (祐　誠)

4611 星野 (朝　倉) 森田 (明　善)

4510 中島 (祐　誠) 屈岡 (八女農業)

449 田中 (明　善) 山中 (八女工業)

438 安徳 (祐　誠) 佐藤裕 (朝　倉)

42

6 馬渡 (八女農業) 是澤 (明　善)

40

41

4 梅野 (八女学院) 原 (八女学院)

38

39

県大会　7/2（土）　浅生スポーツセンター・・・24位まで出場
1 谷川 (八女工業) 加藤田 (祐　誠)

2 實藤 (朝　倉) 神之浦 (八女工業)

36

37

堤 (祐　誠) 71
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3 貞包 (八　女) 藤川 (三池工業)

5 前原 (三池工業) 江上 (八　女)

7 堀内 (有明高専) 江藤 (浮羽究真館)



106 原田 (祐　誠) 松田 (八女農業) 142

宮崎 (大牟田) 141

104 三小田 (八女工業) 中村 (浮羽工業) 140

池田 (朝　倉) 139

102 篠原 (朝　倉)

105 灘 (三　池)

103 藤崎 (三池工業)

中村 (明　善) 138

101 堤 (八女農業) 水永 (三　池) 137

100 大塚 (浮羽工業) 大沢 (有明高専) 136

99 井上 (明　善) 池上 (八　女) 135

98 若月 (有明高専) 藤本 (八女工業) 134

(八女工業) 日野 (明　善) 132

(大牟田) 野口証 (三池工業) 133

96

97 原

赤司

95 下河 (明　善) 半田 (朝　倉) 131

94 河野 (八　女) 斉藤 (八女農業) 130

93 大矢野 (浮羽究真館) 菰方 (八女学院) 129

92 坂口 (三池工業) 佐保 (八女工業) 128

91 小牧 (朝　倉) 丸林 (八　女) 127

12690 渡部 (祐　誠) 大熊 (祐　誠)

89 石川 (八女工業)

12488 平河 (三　池) 北島 (八女工業)

125後藤 (朝　倉)

87 古賀 (山　門)

12286 園田 (大牟田) 立山夢 (浮羽工業)

123權藤 (浮羽究真館)

85 中村 (八女農業)

12084 中垣 (祐　誠) 塚本 (明　善)

121水落 (柳　川)

83 梶原理 (朝　倉)

11882 野口基 (三池工業) 杉山 (三池工業)

119中島 (朝　倉)

81 堀下 (八　女)

11680 新町 (TOｼﾞｭﾆｱ) 佐藤結 (朝　倉)

117小川 (祐　誠)

79 古賀 (三池工業)

11478 富田 (有明高専) 田中 (三池工業)

115熊谷 (八女農業)

11276 東田 (八女学院) 江頭 (八女工業)

11377 内田 (朝　倉) 江頭 (三　池)

渡邉 (八女学院)

11074 大淵 (八女農業) 高場 (明　善)

11175 熊川 (八女工業) 馬場 (八　女)

筑後広域公園体育館

10872 平島 (祐　誠) 江藤 (祐　誠)

10973 滝貞 (明　善)

107 佐藤 (誠　修)
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