
村田・児島（屏水中）



女子 (2)

50古賀・松尾萌 (城南)

51水本・田中 (附属)

52平木真。原 (諏訪)

53井上琴・梯 (良 山)

54大矢・黒田 (宮ノ陣)

55大木。三原 (江南)

っ■     .2
56環砦・田中理 (田・inl

57大久保・前原 (筑邦西 )

開整安田団
59田 中・安達 (三・櫛)

60平瀬・矢野 (牟 田山)

61古賀・樋口 (荒木)

62大坪・江崎 (三滞)

63政次・石橋 (江南)

64西村・境  (屏水)

65末安・石井 (筑邦西)

66佐野・福田 (宮ノ陣)

67三池・松隈 (北野)

68古賀・松延 (城 島)

69鶴野・重富 (荒木)

‐

72南里・藤田 (牟 田山)

73林・井上照 (諏訪 )
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中野・吉野 (高牟礼)  74

木下三國春 (青陵)   76

高瀬・中村 (田 主丸)  77

藤田・余語 (良 山)   78

田崎・梅崎 (附属)   79

人尋・冬木 (宮ノ陣)  80

高柳・高尾 (北野)   81

河野・後藤 (城島)   82

吉住・警剪 (語  83

安達・岩本 (荒木)   84

渡辺・池田 (屏水)   85

野中・江崎 (良 山)   86

井・高橋  (諏訪)   87

田中・森  (城南)   88

■勉鶴翻D "
光安・尋木 (青陵)   90

山田・西田 (明 星)   91

紫原・大石 (櫛原)   92

谷川・関 (宮ノ陣)  93

山口・鶴 (江南)   94

川原・南部 (三瀦)   95

石井美・近藤 (田 主丸)   96

柿本・渡邊彩 (牟 田山)  97



女子 (3)

98武藤・石橋 (三瀦 )

99永田幸・長ul・可 (荒木 )

100山 下・岡野 (南・附)

101熊懐・中村 (青陵)

102鹿毛 ガヽ屋松 (良 山)

Ю3二重野も菖当曽靴 助

104深沢・渋田 (城島)

105佐藤・堺  (屏水 )

106飯田・國分 (筑邦西)

107水町・田鳴 (江南 )

108牟 田・岡 (宮ノ陣)

109笹埜・樋渡 (諏訪 )

110福田・高田 (田 主丸 )

111白 水・園田 (宮ノ陣)

112竹 田津・山峙 (附属 )

113坂田。中島 (城南)

114小畑・金子 (牟 田山)

115森・布谷  (荒木 )

116小り||。 三毛 (筑邦西 )

…

118田 島・椎原 (屏水)

119寺島・吉川 (江南)

121中 村・鍋島 (青陵)
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平田。原 口 (良 山)  122

緒方・緒方 (筑邦西) 123

郷原・古賀 (田 主丸) 124

大川・福本 (附属)  125

織田・中園 (江南)  126

有田・松藤 (明 星)  127

森光・井上 (櫛原)  128

境・佐藤  (江南)  129

内田・納富 (高牟礼) 130

稲又・岡 (諏訪)  131

中村志・松田 (屏水)  132

入江・金澤 (牟 田山) 133

松田・福島 (宮ノ陣)  134

森永・中垣 (荒木)  135

平田・枝光 (青陵)  136

河合・森田 (諏訪)  137

松井・田中 (城島)  138

内山・武田 (屏水)  139

大藪・村田 (城南)  140

丸山・古賀楓 (筑邦西)  141

中村佳・野田 (牟 田山)  142

1り |・ 椿  (田 主丸) 143

熊丸。大熊 (江南)  145



女子 (4)

146龍・高田 (櫛原)

147中村・山口 (宮ノ陣)

148近藤松尾紅 (城南)

1491藝盈阿部(諏訪)

150森田。重松 (青陵)

151渡邊ゆ・一本 (牟 田山)

152綾戸・西林 (三滞 )

153秋吉・世佐木 (附属 )

154古川・木谷 (江南 )

155塩山。今村 (良 山)

156原・行徳  (筑邦西)

157和佐野・稲吉 (1ヒ野 )

158井上・鶴林 (城南)

159武内・井手 (明 星 )

160古谷・倉富 (.Tt訪 )

よ 仏

161小鶴呼堀江 (青陵)

162爾永・穴見 (屏水)

163甲斐田・石田 (江南)

164高橋・野口 (田 主丸)

165境 。新屋  (城島)

166藤川・徳永 (筑邦西)

167緒方・城戸 (宮ノ陣)

168原・井上 (附属)

169田 中・中りII(荒木)
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吉丸。大江 (筑邦西)

石井友・塩足 (田 主丸)

長野莉・Jヒ島 (荒木)

平井・岩崎 (諏訪)

三好里・山崎 (宮ノ陣)

馬場・三國愛 (青陵)

柳・加茂  (良 山)

伊藤・高田 (江南)

清原・五郎丸 (屏水 )

火山・用田 (牟 田山)

赤司・松藤 (北野)

戸嶋・木村 (明 星)

松村・古賀 (高牟礼)

橋本・秋吉 (諏訪 )

稲吉・白石 (牟 田山)

豊り|・ 友田 (青陵)

村上撞 ヶ江 (江。明)

山本・高野 (附属 )

田中・田口 (宮ノ陣)

古澤・り|1井 (良 山)

田中暖 吉岡 (田 主丸)

紫原・官原 (江南 )

大津・恵良 (城南)

児島・村田 (屏水 )

170

171

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190
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