
大　会大　会大　会大　会 種　目種　目種　目種　目 優　勝優　勝優　勝優　勝 準優勝準優勝準優勝準優勝 参加数参加数参加数参加数

男子３年生以下単男子３年生以下単男子３年生以下単男子３年生以下単 西方 俊之西方 俊之西方 俊之西方 俊之 原田 諒原田 諒原田 諒原田 諒 林田 真龍林田 真龍林田 真龍林田 真龍 　１１　１１　１１　１１

(能古ジュニア)(能古ジュニア)(能古ジュニア)(能古ジュニア) (三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア) (須恵ジュニア)(須恵ジュニア)(須恵ジュニア)(須恵ジュニア)

男子４年生以下単男子４年生以下単男子４年生以下単男子４年生以下単 古賀 万裕古賀 万裕古賀 万裕古賀 万裕 町田 暖町田 暖町田 暖町田 暖 中村 昻生中村 昻生中村 昻生中村 昻生 山田 慶大郎山田 慶大郎山田 慶大郎山田 慶大郎 　１５　１５　１５　１５

(香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア) (すせんじジュニア)(すせんじジュニア)(すせんじジュニア)(すせんじジュニア) (三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア) (Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)(Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)(Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)(Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)

男子５年生以下単男子５年生以下単男子５年生以下単男子５年生以下単 浦 駿介浦 駿介浦 駿介浦 駿介 武田 優雅武田 優雅武田 優雅武田 優雅 坂口 晴都坂口 晴都坂口 晴都坂口 晴都 佐藤 陸生佐藤 陸生佐藤 陸生佐藤 陸生 　１３　１３　１３　１３

(すせんじジュニア)(すせんじジュニア)(すせんじジュニア)(すせんじジュニア) (Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)(Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)(Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)(Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ) (三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア) (三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア)

男子６年生以下単男子６年生以下単男子６年生以下単男子６年生以下単 中島 巧中島 巧中島 巧中島 巧 江頭 大輝江頭 大輝江頭 大輝江頭 大輝 浦 隆斗浦 隆斗浦 隆斗浦 隆斗 田中 成尚田中 成尚田中 成尚田中 成尚 　８　８　８　８

(すせんじジュニア)(すせんじジュニア)(すせんじジュニア)(すせんじジュニア) (ラブオール)(ラブオール)(ラブオール)(ラブオール) (すせんじジュニア)(すせんじジュニア)(すせんじジュニア)(すせんじジュニア) (福浜ジュニア)(福浜ジュニア)(福浜ジュニア)(福浜ジュニア)

女子３年生以下単女子３年生以下単女子３年生以下単女子３年生以下単 守田 鈴守田 鈴守田 鈴守田 鈴 佐藤 穂乃佐藤 穂乃佐藤 穂乃佐藤 穂乃 町田 華花町田 華花町田 華花町田 華花 　１１　１１　１１　１１

(三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア) (三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア) (すせんじジュニア)(すせんじジュニア)(すせんじジュニア)(すせんじジュニア)

女子４年生以下単女子４年生以下単女子４年生以下単女子４年生以下単 高橋 菜桜高橋 菜桜高橋 菜桜高橋 菜桜 森田 恵生森田 恵生森田 恵生森田 恵生 西方 颯西方 颯西方 颯西方 颯 神田 涼帆神田 涼帆神田 涼帆神田 涼帆 　１３　１３　１３　１３

(福浜ジュニア)(福浜ジュニア)(福浜ジュニア)(福浜ジュニア) (大池ジュニア)(大池ジュニア)(大池ジュニア)(大池ジュニア) (能古ジュニア)(能古ジュニア)(能古ジュニア)(能古ジュニア) (三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア)

女子５年生以下単女子５年生以下単女子５年生以下単女子５年生以下単 草野 日奈子草野 日奈子草野 日奈子草野 日奈子 山村 恋加山村 恋加山村 恋加山村 恋加 久保 日菜乃久保 日菜乃久保 日菜乃久保 日菜乃 林田 実咲林田 実咲林田 実咲林田 実咲 　２７　２７　２７　２７

(香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア) (板付ジュニア)(板付ジュニア)(板付ジュニア)(板付ジュニア) (板付ジュニア)(板付ジュニア)(板付ジュニア)(板付ジュニア) (須恵ジュニア)(須恵ジュニア)(須恵ジュニア)(須恵ジュニア)

女子６年生以下単女子６年生以下単女子６年生以下単女子６年生以下単 古賀 咲直古賀 咲直古賀 咲直古賀 咲直 岡本 里咲岡本 里咲岡本 里咲岡本 里咲 日出 珠寿日出 珠寿日出 珠寿日出 珠寿 池辺 真咲池辺 真咲池辺 真咲池辺 真咲 　２７　２７　２７　２７

(香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア) (香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア) (百道ジュニア)(百道ジュニア)(百道ジュニア)(百道ジュニア) (大池ジュニア)(大池ジュニア)(大池ジュニア)(大池ジュニア)

男子４年生以下複男子４年生以下複男子４年生以下複男子４年生以下複 町田 暖町田 暖町田 暖町田 暖 古賀 万裕古賀 万裕古賀 万裕古賀 万裕 山田 慶大郎山田 慶大郎山田 慶大郎山田 慶大郎 小野 藍小野 藍小野 藍小野 藍 　８　８　８　８

城戸 史弥城戸 史弥城戸 史弥城戸 史弥 勝野 瑞紀勝野 瑞紀勝野 瑞紀勝野 瑞紀 月原 優希月原 優希月原 優希月原 優希 西方 俊之西方 俊之西方 俊之西方 俊之

(すせんじジュニア)(すせんじジュニア)(すせんじジュニア)(すせんじジュニア) (香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア) (Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)(Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)(Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)(Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ) (能古ジュニア)(能古ジュニア)(能古ジュニア)(能古ジュニア)

男子５年生以下複男子５年生以下複男子５年生以下複男子５年生以下複 武田 優雅武田 優雅武田 優雅武田 優雅 浦 駿介浦 駿介浦 駿介浦 駿介 明石 凛太明石 凛太明石 凛太明石 凛太 佐藤 陸生佐藤 陸生佐藤 陸生佐藤 陸生 　６　６　６　６

中村 知也中村 知也中村 知也中村 知也 池辺 貴誌池辺 貴誌池辺 貴誌池辺 貴誌 吉田 悠吉田 悠吉田 悠吉田 悠 坂口 晴都坂口 晴都坂口 晴都坂口 晴都

(Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)(Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)(Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)(Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)
(すせんじジュニ(すせんじジュニ(すせんじジュニ(すせんじジュニ
ア･大池ジュニア)ア･大池ジュニア)ア･大池ジュニア)ア･大池ジュニア)

(能古ジュニア)(能古ジュニア)(能古ジュニア)(能古ジュニア) (三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア)

男子６年生以下複男子６年生以下複男子６年生以下複男子６年生以下複 中島 巧中島 巧中島 巧中島 巧 寺崎 知己寺崎 知己寺崎 知己寺崎 知己 田中 成尚田中 成尚田中 成尚田中 成尚 江﨑 太一江﨑 太一江﨑 太一江﨑 太一 　５　５　５　５

浦 隆斗浦 隆斗浦 隆斗浦 隆斗 鈴木 俊太朗鈴木 俊太朗鈴木 俊太朗鈴木 俊太朗 堀川 拓也堀川 拓也堀川 拓也堀川 拓也 中村 昻生中村 昻生中村 昻生中村 昻生

(すせんじジュニア)(すせんじジュニア)(すせんじジュニア)(すせんじジュニア) (百道ジュニア)(百道ジュニア)(百道ジュニア)(百道ジュニア) (福浜ジュニア)(福浜ジュニア)(福浜ジュニア)(福浜ジュニア) (三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア)

女子４年生以下複女子４年生以下複女子４年生以下複女子４年生以下複 高橋 菜桜高橋 菜桜高橋 菜桜高橋 菜桜 今野 晴日今野 晴日今野 晴日今野 晴日 山口 真織山口 真織山口 真織山口 真織 中野 朱音中野 朱音中野 朱音中野 朱音 　８　８　８　８

森田 恵生森田 恵生森田 恵生森田 恵生 守田 鈴守田 鈴守田 鈴守田 鈴 町田 華花町田 華花町田 華花町田 華花 沖本 弥咲沖本 弥咲沖本 弥咲沖本 弥咲

(福浜ジュニア･大池ジュニア)(福浜ジュニア･大池ジュニア)(福浜ジュニア･大池ジュニア)(福浜ジュニア･大池ジュニア) (三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア) (すせんじジュニア)(すせんじジュニア)(すせんじジュニア)(すせんじジュニア) (板付ジュニア)(板付ジュニア)(板付ジュニア)(板付ジュニア)

女子５年生以下複女子５年生以下複女子５年生以下複女子５年生以下複 久保 日菜乃久保 日菜乃久保 日菜乃久保 日菜乃 佐藤 理央佐藤 理央佐藤 理央佐藤 理央 坂口 千夏坂口 千夏坂口 千夏坂口 千夏 渡邊 奈津乃渡邊 奈津乃渡邊 奈津乃渡邊 奈津乃 　１２　１２　１２　１２

山村 恋加山村 恋加山村 恋加山村 恋加 神田 涼帆神田 涼帆神田 涼帆神田 涼帆 草野 日奈子草野 日奈子草野 日奈子草野 日奈子 小関 麻友小関 麻友小関 麻友小関 麻友

(板付ジュニア)(板付ジュニア)(板付ジュニア)(板付ジュニア) (三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア) (香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア) (板付ジュニア)(板付ジュニア)(板付ジュニア)(板付ジュニア)

女子６年生以下複女子６年生以下複女子６年生以下複女子６年生以下複 日出 珠寿日出 珠寿日出 珠寿日出 珠寿 山本 すず山本 すず山本 すず山本 すず 古賀 咲直古賀 咲直古賀 咲直古賀 咲直 岩元 凜音岩元 凜音岩元 凜音岩元 凜音 　１３　１３　１３　１３

中村 百花中村 百花中村 百花中村 百花 山本 ひな山本 ひな山本 ひな山本 ひな 岡本 里咲岡本 里咲岡本 里咲岡本 里咲 千代田 涼香千代田 涼香千代田 涼香千代田 涼香

(百道ジュニア)(百道ジュニア)(百道ジュニア)(百道ジュニア) (Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)(Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)(Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)(Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ) (香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア) (百道ジュニア)(百道ジュニア)(百道ジュニア)(百道ジュニア)

三　位三　位三　位三　位

　　第27回市民総合少年ｽﾎﾟｰﾂ団体交流大会小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技　　　　　　　　　　　　　　　　H25年6月15日　　第27回市民総合少年ｽﾎﾟｰﾂ団体交流大会小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技　　　　　　　　　　　　　　　　H25年6月15日　　第27回市民総合少年ｽﾎﾟｰﾂ団体交流大会小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技　　　　　　　　　　　　　　　　H25年6月15日　　第27回市民総合少年ｽﾎﾟｰﾂ団体交流大会小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技　　　　　　　　　　　　　　　　H25年6月15日

福岡市体育館福岡市体育館福岡市体育館福岡市体育館


