
後藤 高橋 園田 石井 渡邉 高橋 橋本 浜本 前岡峻 後藤 節川 石井 橋本 渡邉or新
井

豊府 金池 附属 明治 大分Ｓ 金池 西の台 判田 判田 豊府 明野 明治 西の台
大分Ｓor
東稙田

ＴＯ

前岡誠 城井 節川 新井 前岡峻 萩原 春山 城井 園田 前岡誠 春山 萩原 渡邉or新
井 浜本

判田 判田 明野 東稙田 判田 明治 東稙田 判田 附属 判田 東稙田 明治 大分Ｓor
東稙田 判田

ＴＯ

首藤 奥永 和哥山 安部 川原 橋本 田邉 首藤 草野 和哥山 川原 田所

七瀬 川添 春日町 鶴崎 明治北 七瀬 大在 七瀬 西の台 春日町 明治北 滝尾

ＴＯ

中村 橋本 草野 田辺 篠田 田所 中村 奥永 田辺 安部 篠田 田邉

大在 七瀬 西の台 津留 滝尾 滝尾 大在 川添 津留 鶴崎 滝尾 大在

ＴＯ

前岡誠（判田）

鶴崎小

審判責任者 橋本（西の台） 競技責任者 会場責任者萩原（明治）

第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 第6試合

審判

西の台 豊府 明治 Ｂ2勝 明野

お２位

Ｂ2負 Ｂ6負

Ｂ 女 明野 明治 男 明治

審判

判田 判田 Ａ1勝 Ａ2勝 Ａ1負

2019年9月7日（土） Ａ・Ｂコート 敷戸小

敷戸
第1試合 第2試合 第3試合 第4試合

～

第5試合 第6試合 第7試合

9:00 ～ 10:10 ～ 11:20 ～ 13:40 ～ 14:50 ～12:30 16:00 ～

Ａ 女 宗方 附属 女 金池 坂ノ市 男 判田 西の台 女 判田 お１位豊府 男 Ｂ２負 Ａ３負 男 Ｂ２勝 女 Ａ４勝

Ｂ1負 Ａ6負

女 明治 東稙田 女 Ａ１勝 Ａ２勝 女 Ａ４負

第1試合

大分Ｓ 女 東稙田 明野 女 Ａ１負 Ａ２負

Ａ３勝

鶴崎
9:00 ～ 10:10 ～ 11:20 ～ 12:30 ～ 13:40 ～ 14:50 ～

Ｃ 男 大道 鶴崎 女 明治北 七瀬 女 Ｄ３勝西の台 鶴崎 男 Ｃ１勝 Ｄ１勝 女

審判

Ｃ２勝 Ｄ２勝 女 Ｃ３勝

津留 Ｃ1負 Ｃ2負 西の台 Ｃ3勝 Ｃ5負

Ｄ 男 津留 滝尾 女 滝尾 大在 女 津留 春日町 男 Ｃ１負 Ｄ１負 女

審判

Ｃ２負 Ｄ２負 女 Ｃ３負 Ｄ３負

春日町 Ｄ1負 Ｄ2負 鶴崎 Ｄ4勝 Ｄ5負

Ｃ・Ｄコート

審判責任者 篠田（滝尾） 競技責任者 和哥山（春日町） 会場責任者 安部（鶴崎）

事務局 後藤（豊府）

事務局 田邉（大在）



工藤 手嶋 秦 合澤 首藤 手嶋 鈴木 田崎 河村 秦 鈴木 合澤 工藤 判田 久恒 田崎

坂ノ市 附属 戸次Y 川添 戸次Y 附属 金池 宗方 東稙田 戸次Y 金池 川添 坂ノ市 豊府 大在 宗方

ＴＯ

判田 倉原 熊谷 関口 河村 阿部 久恒 倉原 安部 阿部 首藤 関口

豊府 東稙田 別保 七瀬 東稙田 戸次Y 大在 東稙田 附属 戸次Y 戸次Y 七瀬

ＴＯ

第6試合 第7試合
明治北

第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 第8試合

8:30 ～ 9:40 ～ 10:50 ～ 12:00 ～ 13:10 ～ 14:20 ～ 15:30 ～ 16:40 ～

Ｅ 男 七瀬 金池 男 豊府 坂ノ市 男 明治北 七瀬 男 別保 豊府 男 金池 明治北 男 坂ノ市 別保 男 あ１位

東稙田

い１位 男 う１位 え１位

審判

明治北 別保 金池 坂ノ市

Ｆ 男 大在 宗方 男 戸次Ｙ 男 附属 戸次Ｙ

豊府 いﾊﾟｰﾄ2位 Ａ7負七瀬

男 宗方 川添 男 東稙田 附属

審判

川添 附属 宗方 東稙田 大在 戸次Ｙ

男 川添 大在

審判責任者 工藤（坂ノ市） 田崎（宗方） 会場責任者競技責任者 筒井（明治北）

明治北小Ｅ・Ｆコート 事務局 合澤（川添）


