
案 県　大　会 第　１　日 春日公園球技場 〔１０月２２日〕 〈1５分～２分～１５分〉
開会式 1G 10:00 ２G 10:34 ３G 11:08 ４G 11:42 ５G 12:16 ６G 12:50 ７G 13:24 ８G 13:58 ９G 14:32 １０G 15:06

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
９：３０～ 10:32 11:06 11:40 12:14 12:48 13:22 13:56 14:30 15:04 15:38

１グランド

レフリー所属

氏名

Aレフリー ブランビー かしいＡ 春日Ａ１ りんどう 玄海Ａ 草ヶ江Ａ１ 鞘ヶ谷Ａ 帆柱 草ヶ江Ａ２ 春日Ａ２ 雄志台 京築 ぎんなんＡ 玄海Ａ 中鶴 Yウェーブ 帆柱 雄志台 つくし 春日Ａ１

グランド担当
大会協力員

記録

２グランド

レフリー所属

氏名

Aレフリー 筑紫丘Ａ 笹丘 Yウェーブ 草ヶ江Ａ２ かしいＡ ぎんなんＡ 伊都 筑紫丘Ａ 太宰府 中鶴 草ヶ江Ａ１ つくし 笹丘 鞘ヶ谷Ａ りんどう ブランビー 城南 太宰府 京築 伊都

グランド担当
大会協力員

記録

３グランド

レフリー所属

氏名

Aレフリー 春日Ａ２ みやけ 片江 鞘ヶ谷Ｂ 浮羽 筑紫丘Ｂ かしいＢ 筑豊 ぎんなんＢ 玄海Ｂ みやけ 城南 筑豊 片江 鞘ヶ谷Ｂ ぎんなんＢ 筑紫丘Ｂ かしいＢ 玄海Ｂ 浮羽

グランド担当
大会協力員

記録

本部付大会協力員

かしいＢ 浮羽 みやけ
鞘ヶ谷・中鶴・ぎんなん・春日・ブランビー

りんどう・京築 りんどう・京築 筑豊・みやけ 筑豊・みやけ

鞘ヶ谷Ｂ 筑紫丘Ｂ 筑豊 玄海Ｂ 城南 片江

戸高 邦雄

ぎんなんＢ

小西 和生 橋本晋邇

筑豊・みやけ 筑豊・みやけ 片江・玄海 片江・玄海 片江・玄海 りんどう・京築

ヤングウェーブ 浮羽 片江 協会

中山　哲平 勢川 洋一郎 島田 昭 小池　真司　 宮井　輝士

ぎんなんＢ かしいＢ 浮羽 みやけ

かしい 笹丘 笹丘 かしい 協会 かしい

鞘ヶ谷Ｂ 筑紫丘Ｂ 玄海Ｂ 春日Ａ２

鞘ヶ谷Ｂ 筑紫丘Ｂ 筑豊 玄海Ｂ 城南 片江

B B B A2

片江 浮羽 かしいＢ ぎんなんＢ みやけ 筑豊

ブランビー 太宰府 伊都 笹丘

B B B B A2 B

太宰府・雄志台 太宰府・雄志台 Yウェーブ・草ヶ江 Yウェーブ・草ヶ江

草ヶ江Ａ２ ぎんなんＡ 筑紫丘Ａ 太宰府 つくし 鞘ヶ谷Ａ

上杉 英二 林　尚 平尾　啓明 牟田 公輔

Yウェーブ・草ヶ江 Yウェーブ・草ヶ江 城南・伊都 城南・伊都 城南・伊都 太宰府・雄志台

筑紫丘 かしい 帆柱 りんどう

梅津　眞治 江木畠　茂由 岸田　大我 清家　直樹 日向　啓剛 仲川　政博

ブランビー 太宰府 伊都 笹丘

ぎんなん 中鶴 草ヶ江 筑紫丘 鞘ヶ谷 草ヶ江

りんどう 城南 京築 筑紫丘Ａ

草ヶ江Ａ２ぎんなんＡ 筑紫丘Ａ 中鶴 つくし 鞘ヶ谷Ａ

A1 A2 A3 A3

Yウェーブ かしいＡ 伊都 太宰府 草ヶ江Ａ１ 笹丘

Yウェーブ 雄志台 春日Ａ１ かしいＡ

A2 A1 A3 A2 A１ A3

つくし・浮羽 つくし・浮羽 帆柱・かしい 帆柱・かしい

りんどう 草ヶ江Ａ１ 帆柱 春日Ａ２ 京築 玄海Ａ

藤井　健 竹下　和宏 江木畠　茂由 日向　啓剛

帆柱・かしい 帆柱・かしい 筑紫丘・笹丘 筑紫丘・笹丘 筑紫丘・笹丘 つくし・浮羽

かしい 筑紫丘 中鶴 鞘ヶ谷

林　尚 牟田 公輔 馬淵　一彦 真那子英典 八尋　嬢 長野　雅恵

Yウェーブ 雄志台 春日Ａ１ かしいＡ

かしい りんどう 玄海 雄志台 ぎんなん 春日

中鶴 帆柱 つくし ブランビー

りんどう 草ヶ江Ａ１ 帆柱 春日Ａ２ 京築 玄海Ａ

A2 A3 Ａ１ A1

春日Ａ１ 玄海Ａ 鞘ヶ谷Ａ 草ヶ江Ａ２ 雄志台 ぎんなんＡ

A1 Ａ１ Ａ３ A2 A3 A1



案 県　大　会 第　2　日 本城球技場 〔１０月２９日〕 〈1５分～２分～１５分〉
1G 10:00 ２G 10:34 ３G 11:08 ４G 11:42 ５G 12:16 ６G 12:50 ７G 13:24 ８G 13:58 ９G 14:32 １０G 15:06

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
10:32 11:06 11:40 12:14 12:48 13:22 13:56 14:30 15:04 15:38

３グランド

レフリー所属

氏名

Aレフリー みやけ 中鶴 りんどう かしいＡ 春日Ａ２ 太宰府 玄海Ａ つくし 鞘ヶ谷Ａ 伊都 中鶴 春日Ａ２ つくし りんどう 笹丘 京築 太宰府 草ヶ江Ａ２ かしいＡ 玄海Ａ

グランド担当
大会協力員

記録

１グランド

レフリー所属

氏名

Aレフリー 帆柱 筑紫丘Ａ ブランビー ぎんなんＡ 草ヶ江Ａ２ 城南 草ヶ江Ａ１ 春日Ａ１ 雄志台 笹丘 筑豊 鞘ヶ谷Ｂ 春日Ａ１ ブランビー 城南 Yウェーブ 伊都 帆柱 ぎんなんＡ 草ヶ江Ａ１

グランド担当
大会協力員

記録

２グランド

レフリー所属

氏名

Aレフリー 京築 鞘ヶ谷Ａ 鞘ヶ谷Ｂ 玄海Ｂ ぎんなんＢ 浮羽 かしいＢ 片江 Yウェーブ みやけ 玄海Ｂ 筑紫丘Ｂ 片江 ぎんなんＢ 筑紫丘Ａ 雄志台 浮羽 かしいＢ 筑紫丘Ｂ 筑豊

グランド担当
大会協力員

記録

本部付大会協力員

かしいＢ 筑豊 鞘ヶ谷Ａ
鞘ヶ谷・中鶴・ぎんなん・春日・ブランビー

筑豊・みやけ 筑豊・みやけ 片江・玄海 片江・玄海

玄海Ｂ 浮羽 片江 みやけ 筑紫丘Ｂ ぎんなんＢ

高木　雄一郎

雄志台

勢川 洋一郎 島田 昭 根之木 武志

片江・玄海 片江・玄海 りんどう・京築 りんどう・京築 りんどう・京築 筑豊・みやけ

協会 笹丘 笹丘 協会

尊田　忠弘 中山　哲平 岡崎　崇 藤井　健 大蔵　誠道 小池　真司

雄志台 かしいＢ 筑豊 鞘ヶ谷Ａ

みやけ かしい ヤングウェーブ かしい 伊都 かしい

筑紫丘Ａ 浮羽 筑紫丘Ｂ 京築

玄海Ｂ 浮羽 片江 みやけ 筑紫丘Ｂ ぎんなんＢ

Ａ３ Ｂ Ｂ Ａ３

鞘ヶ谷Ｂ ぎんなんＢ かしいＢ Yウェーブ 玄海Ｂ 片江

Yウェーブ 帆柱 草ヶ江Ａ１ 筑紫丘Ａ

Ｂ Ｂ Ｂ Ａ２ Ｂ Ｂ

Yウェーブ・草ヶ江 Yウェーブ・草ヶ江 城南・伊都 城南・伊都

ぎんなんＡ 城南 春日Ａ１ 笹丘 鞘ヶ谷Ｂ ブランビー

八尋　嬢 江木畠　茂由 牟田 公輔 林　尚

城南・伊都 城南・伊都 太宰府・雄志台 太宰府・雄志台 太宰府・雄志台 Yウェーブ・草ヶ江

ぎんなん 中鶴 りんどう かしい

長野　雅恵 牟田 公輔 高木　雄一郎 竹下　和宏 野田　耕二 日向　啓剛

Yウェーブ 帆柱 草ヶ江Ａ１ 筑紫丘Ａ

春日 りんどう 協会 筑紫丘 かしい 鞘ヶ谷

城南 伊都 ぎんなんＡ 帆柱

ぎんなんＡ 城南 春日Ａ１ 笹丘 鞘ヶ谷Ｂ ブランビー

Ａ２ Ａ３ Ａ１ Ａ３

ブランビー 草ヶ江Ａ２ 草ヶ江Ａ１ 雄志台 筑豊 春日Ａ１

京築 草ヶ江Ａ２ 玄海Ａ 中鶴

Ａ１ Ａ２ Ａ1 Ａ3 Ｂ Ａ１

鞘ヶ谷・かしい 鞘ヶ谷・かしい 筑紫丘・笹丘 筑紫丘・笹丘

かしいＡ 太宰府 つくし 伊都 春日Ａ２ りんどう

馬淵　一彦 長野　雅恵 平尾　啓明 藤井　健

筑紫丘・笹丘 筑紫丘・笹丘 つくし・浮羽 つくし・浮羽 つくし・浮羽 鞘ヶ谷・かしい

玄海 春日 帆柱 かしい

竹下　和宏 日向　啓剛 江木畠　茂由 八尋　嬢 林　尚 上杉 英二

京築 草ヶ江Ａ２ 玄海Ａ 中鶴

筑紫丘 鞘ヶ谷 中鶴 ぎんなん かしい 筑紫丘

笹丘 太宰府 かしいＡ みやけ

かしいＡ 太宰府 つくし 伊都 春日Ａ２ りんどう

Ａ３ Ａ２ Ａ１ Ａ２

りんどう 春日Ａ２ 玄海Ａ 鞘ヶ谷Ａ 中鶴 つくし

Ａ１ Ａ２ Ａ1 Ａ3 Ａ２ Ａ１



県　大　会 第　3　日 さわやか広場 〔１１月５日〕 〈15分～２分～１5分〉
1G 10:00 ２G 10:34 ３G 11:08 ４G 11:42 ５G 12:16 ６G 12:50 ７G 13:24 ８G 13:58 ９G 14:32 １０G 15:06 15:50 閉会式

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
10:32 11:06 11:40 12:14 12:48 13:22 13:56 14:30 15:04 15:38 16:30 16：40～

2グランド

グランド担当
大会協力員

レフリー所属

氏名

Aレフリー 城南 中鶴 春日Ａ１ 玄海Ａ 草ヶ江Ａ１ かしいＡ Yウェーブ 春日Ａ２ 草ヶ江Ａ２ みやけ りんどう 草ヶ江Ａ１ 春日Ａ２ 城南 玄海Ａ ブランビー 中鶴 草ヶ江Ａ２ ぎんなんＡ りんどう

グランド担当
大会協力員

記録

ﾚﾌﾘｰ

3グランド 春日

長野

レフリー所属 雅恵

氏名

Aレフリー 京築 帆柱 つくし ぎんなんＡ 鞘ヶ谷Ａ 筑紫丘Ａ かしいＢ 玄海Ｂ ブランビー つくし かしいＡ 春日Ａ１ 伊都 笹丘 太宰府 Yウェーブ 帆柱 笹丘 雄志台 鞘ヶ谷Ａ

グランド担当
大会協力員

記録

1グランド

レフリー所属

氏名

Aレフリー 浮羽 鞘ヶ谷Ｂ みやけ 太宰府 筑豊 浮羽 伊都 雄志台 片江 筑紫丘Ｂ ぎんなんＢ 筑豊 筑紫丘Ａ 京築 鞘ヶ谷Ｂ かしいＢ 筑紫丘Ｂ ぎんなんＢ 玄海Ｂ 片江

グランド担当
大会協力員

記録

本部付大会協力員

エ
キ
シ
ビ
ジ
ョ
ン
マ
ッ
チ

かしいＢ ぎんなんＢ 片江 鞘ヶ谷Ｂ

片江・玄海 片江・玄海 りんどう・京築 りんどう・京築

鞘ヶ谷・中鶴・ぎんなん・春日・ブランビー

太宰府 浮羽 雄志台 筑紫丘Ｂ 筑豊 京築

波木井　孝 漆原　潤 野尻　圭吾 妹川　隆行

りんどう・京築 りんどう・京築 筑豊・みやけ 筑豊・みやけ 筑豊・みやけ 片江・玄海

草ヶ江 京築 伊都 春日

津村　和彦 児島　大樹 仲川　政博 宮井　輝士 結城　圭介 根之木　武志

かしいＢ ぎんなんＢ 片江 鞘ヶ谷Ｂ

雄志台 ぎんなん 草ヶ江 かしい 城南 協会

鞘ヶ谷Ｂ 筑紫丘Ｂ 玄海Ｂ 浮羽

太宰府 浮羽 雄志台 筑紫丘Ｂ 筑豊 京築

B B B B

みやけ 筑豊 伊都 片江 ぎんなんＢ 筑紫丘Ａ

Yウェーブ 笹丘 鞘ヶ谷Ａ 帆柱

Ａ２ B A3 B B A3

城南・伊都 城南・伊都 太宰府・雄志台 太宰府・雄志台

ぎんなんＡ 筑紫丘Ａ 玄海Ｂ つくし 春日Ａ１ 笹丘

牟田 公輔 馬淵　一彦 平尾　啓明 林　尚

太宰府・雄志台 太宰府・雄志台 Yウェーブ・草ヶ江 Yウェーブ・草ヶ江 Yウェーブ・草ヶ江 城南・伊都

りんどう 玄海 帆柱 かしい

竹下　和宏江木畠　茂由 宮川 浩介 藤井　健 竹下　和宏 岸田　大我

筑紫丘 中鶴 筑紫丘 かしい 筑紫丘 草ヶ江

笹丘 Yウェーブ 笹丘 鞘ヶ谷Ａ 帆柱

伊都 太宰府 帆柱 雄志台 京築

ぎんなんＡ 筑紫丘Ａ 玄海Ｂ つくし 春日Ａ１

A2 A3 A3 A3

つくし 鞘ヶ谷Ａ かしいＢ ブランビー かしいＡ

ブランビー 草ヶ江Ａ２ りんどう 中鶴

A1 A3 B A1 A２ A3

筑紫丘・笹丘 筑紫丘・笹丘 つくし・浮羽 つくし・浮羽

玄海Ａ かしいＡ 春日Ａ２ みやけ 草ヶ江Ａ１ 城南

津村和彦 長野　雅恵 仲川　政博 上杉 英二

つくし・浮羽 つくし・浮羽 鞘ヶ谷・かしい 鞘ヶ谷・かしい 鞘ヶ谷・かしい 筑紫丘・笹丘

雄志台 春日 草ヶ江 筑紫丘

牟田 公輔 八尋　嬢 岸田　大我 林　尚 清家　直樹 高木　雄一郎

ブランビー 草ヶ江Ａ２ りんどう 中鶴

りんどう ぎんなん 草ヶ江 かしい 筑紫丘 協会

玄海Ａ 中鶴 ぎんなんＡ 城南

玄海Ａ かしいＡ 春日Ａ２ みやけ 草ヶ江Ａ１ 城南

A1 A2 Ａ１ A2

春日Ａ１ 草ヶ江Ａ１ Yウェーブ 草ヶ江Ａ２ りんどう 春日Ａ２

A1 A1 A2 A2 A1 A2


