
男子の部

団　体 監督 選手

優勝 高田　英志 八重倉　里史 西田　祐二 野中　宏修 野崎　勉

青柳　大

2位 結城　亮二 峰　浩志 藤田　晃司 五島　雄一郎 小田　泰広

3位 山田　耕輔 酒見　昌平 中務　敬太 古賀　久臣 有田　雄紀

奥村　仁尚

4位残留 田中　肇一 土井　洋輝 大石　裕也 平山　貴祥 伊東　大地

5位降格 中森　茂雄 横澤　良平 小澤　旭 広渡　隆寛 藤原　裕也

男子団体１部　

中森　茂雄

野中　宏修

結城　亮二

セピア

Ｂｅ Ｆｒｅｅｚ ＧＴ

バドグラフティＡ

山田　耕輔

田中　肇一

ＳＴＡＹ ＧＯＬＤ

チームアンバランス

第7回福岡県社会人クラブリーグ戦大会 結果報告　
H23年6月19日　　クロスパルこが体育館

　選手名簿



団　体 監督 選手

1位昇格 竹下　大介 川合　文太 菊地　洋平 中山　裕紀 小松　大樹

北島　顕彰

2位残留 秋穂　恒俊 秋穂　俊輔 飯山　俊成 渡邊　拓郎 常盤　匡史

荒木　貴士

3位降格 重　琢磨 野田　亮介 平田　紘一 平島　大資 栫　将典

平島　紹尊

4位降格 下田　俊介 池田　翔太 赤嶺　貴紀 藤原　哲治 金田　康志

花城　大亮 坂田　仁

棄権残留 坂本　卓也 坂本　竜也 坂本　真吾 斉藤　大輔 川添　和人

小堀　悟志 島田　武 徳山　弘樹

Ｋ Ｏ Ｒ 重　琢磨

琉皇 レオ 坂本　卓也

男子団体２部　

嘉麻ジュニア 秋穂　恒俊

Ｂｅ Ｆｒｅｅｚ Ａ 竹下　大介

ビクトリーＭＡ 坂本　忠和

※注意、2部の琉皇(ﾚｵ)は棄権となりましたが棄権の理由が東日本大震災の災害復旧との事であることから

監督者会議にて今回は２部残留で異議なしとの全員一致の賛成により残留。

選手名簿



団　体 監督 選手

1位昇格 釜田　和紀 江本　智 米永　英人 膳所　丈晴 馬場　崇

工藤　武志 清田　英司 平田　真一郎

2位昇格 重松　克利 佐藤　浩 玉野　祐策 古浦　翔太 赤尾　知弘

玉泉　大樹

3位 大井　多一 原　智春 横田　国彦 萬田　翔太 松永　紘征

吉田　りゅうじ

4位降格 迫田　和也 濱田　慶一 清水　勝洋 白石　悠 鶴巻　卓也

5位降格 大休寺　新 藤原　敦 西田　宏之 川原田　力 矢野　智史
ステップアップＳＫ 藤原　耕一

東国分クラブ 荒井　誠一

ゆうばＡ 佐藤　浩

和白東クラブ 迫田　和也

ステップアップ 篠原　貴浩

男子団体３部　 選手名簿



団　体 監督 選手

1位昇格 鳥山　定仁 本土　隆一 宮本　誠 田村　隆志 木附　良介

2位昇格 岡田　秀明 大久保　慎太 木村　元気 堀田　和宏 成相　圭

3位 山口　誠治 束田　倫寛 藤井　祐輔 谷　直樹 木村　俊介

吉田　寛 吉野　収治 古賀　啓靖

4位降格 中山　健一 勝連　弘務 土井　賢一 吉冨　元一 田中　教倫

結城　亮二

男子団体４部　

チームアンバランスＢ 鳥山　定仁

バドグラフティＢ

チームアンバランスＣ 中山　健一

ビクトリーＭＢ 坂本　忠和

選手名簿



団　体 監督� 選手

1位昇格 篠原　貴浩 金子　太郎 藤原　耕一 奥田　孝 吉田　倫基

2位昇格 矢野　亨 宇都　祐也 古川　光平 花芳　孝侑 井手下　直樹

原田　寛史

3位 冨永　勝也 山口　健児 岡　洋一 中原　浩司 今福　誠二

竹内　龍哉

4位 大石　豊治 畑山　剛次朗 畑山　勝之助 小野　崇 千代丸　瑶

5位 山口　照木 青木　弘明 法積　健吾 塩澤　勇 西方　智也

ステップアップＸＹＺ 篠原　貴浩

男子団体５部　

Ｍａｄ Ｍａｘ 畑山　勝之助

翔乱Ａ 冨永　勝也

翔乱 Ｂ 冨永　勝也

ゆうばＢ 佐藤　浩

選手名簿



女子の部

団　体 監督 選手

優勝 山田　明子 大石　瞳 木下　浄子 渡辺　和美 渡辺　有紀

竹中　朋桂

2位 野中　愛子 末永　旭 野崎　恵美 小松　詠美 谷口　智美

山本　貴子

3位 松隈　敦子 池尻　昭子 高山　香織 原　香織 坂井　理恵

原口　優希 土井　雅子

4位残留 東浜　恵美 山田　紘美 小野　智子 横田　麻衣 杷野　智絵美

伊藤　奈採

5位降格 大塚　悠華 野田　一美 峰　眞由美 水篠　慶子 渡辺　京子

久米　真実

シャトルホークス 小野　善幸

女子団体１部　

Ｂｅ Ｆｒｅｅｚ Ｌ 野中　愛子

松隈　敦子

バドグラフティＬＡ 結城　亮二

ＳＴＡＹ ＧＯＬＤ Ｌ 山田　耕輔

チームアンバランスＬ

選手名簿



団　体 監督 選手

1位昇格 清水　真末 長野　香理 本田　かほり 笹川　彩 林　佳代子

矢野　彰子 中原　幸代 笹渕　麻美

2位残留 仁田原　智都代 九朗丸　留美子 坂口　智恵 縫　由加里 赤尾　由雅

福薗　美由紀

3位 皆川　照子 鵜林　恵 原　満恵 力丸　いずみ 田中　友佳

小田　明日香

4位 小田　なぎさ 藤井　恵子 山形　祐美子 服部　奈美代 坂本　あさみ

西本　留美 中小原　知子

5位 小松　ひとみ 平田　和代 牛嶋　あゆみ 橋本　奈緒美 野上　愛

内田　実里

棄権 近藤　美里 石崎　喬子 藤内　まゆこ 四宮　純子 平賀　洋子

吉田　千秋

サンクス 坂田　陽一

女子団体２部　

ビクトリー Ｌ 坂本　忠和

ゆうば ＬＡ 佐藤　浩

ゆうば ＬＢ 佐藤　浩

バドグラフティＬＢ 結城　亮二

翔乱 Ｌ 冨永　勝也

選手名簿
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