
平成27年度 第38回 福岡ジュニアソフトボールフレンドシップリーグ 秋季大会

表 彰 選 手 一 覧 表

順位 チーム名 優秀選手 技能選手 敢闘選手 努力選手

そうやま ふうと やすかわ ゆうき しまだ とらのすけ まつした しゅうが

荘　山　楓　斗 安　川　侑　希 島　田　虎之介 松　下　宗　河

みずさき こうへい みずさき じゅん ひだか こうた はたえ こうすけ

水　﨑　康　平 水　﨑　　　隼 日　高　滉　太 波多江　亘　亮

わたなべ かずま みやひさ たかし たけしま りく おの りんたろう

渡　辺　一　馬 宮　久　敬　司 竹　島　　　陸 小　野　倫太郎

ないとう やまと こまつや ゆうと かなざわ そら あべ こうき

内　藤　大　翔 小松屋　悠　竜 金　澤　そ　ら 阿　部　広　暉

しらつる しょうた さとう ゆうき おおくぼ けいご たかはし ゆういちろう

白　靍　翔　太 佐　藤　佑　紀 大久保　啓　吾 髙　橋　悠一郎

まつもと りゅうのしん こが あつし なかみつ じゅんぺい かみむら まなき

松　本　龍之辰 古　賀　　　敦 中　光　潤　平 上　村　真　輝

さきもと きいちろう おおすが ふうき くままる かいと しばお あいり

先　本　貴一朗 大須賀　風　葵 熊　丸　海　大 柴　尾　愛　里

すぎもと あつや ふじき せいや いちのせ るい たからべ ふみなり

杉　本　篤　哉 藤　木　星　優 一ノ瀬　　　塁 財　部　史　也

はつむら ひろかず なか せいいち ささだ たつき えんどう きくの

初　村　弥　一 仲　　　清　一 佐々田　　　樹 遠　藤　菊　乃

ふなつ ひなた こなか りょうた ひがき りょうた たなか ぶんご

船　津　日　向 小　中　稜　太 樋　垣　良　太 田　中　文　悟

おおはま とわ やました おうたろう まつもと ゆうと ためだ ようすけ

大　濱　都　吾 山　下　桜太郎 松　本　悠　雅 為　田　耀　介

いたくら みらい うえむら こうき こばやし まさき きむら つき

板　倉　磨　来 上　村　幸　輝 小　林　聖　季 木　村　　　月

たかだ むねのり こうだ いっしん つる けいたろう おくだ てんま

髙　田　宗　典 江　田　一　心 鶴　　　恵太朗 奥　田　天　馬

いなどめ まさとし えんどう りゅうだい かねみつ ごうすけ えんどう たかまさ

稲　留　優　智 遠　藤　隆　大 金　光　剛　祐 遠　藤　隆　正

つるた かいる やまもと あいな くぼやま ゆうし はた うるう

鶴　田　凱　瑠 山　本　藍　菜 久保山　裕　史 畑　　　潤　生

たがみ ゆうじん ふじもと まいや まつお こうき みなみ れんたろう

田　上　友　尋 藤　本　舞　也 松　尾　航　輝 南　　　怜太朗

くらかず しょう ことう ゆうと はまもと ふみや いしい けいた

倉　員　　　渉 古　藤　優　羽 濱　本　史　哉 石　井　啓　太

うえの  じえい おおつか ともや つぼい りゅうき あまの  たいせい

上　野　慈　瑛 大　塚　智　哉 坪　井　隆　揮 天　野　太　誠

えのもと ゆうた しんち まさみ よしおか はな くぎみや たくみ

榎　本　雄　太 新　地　真　己 吉　岡　　　華 釘　宮　拓　海

さとう とわ かわかみ ゆうや きよなが たいが くちだ こたろう

佐　藤　都　羽 川　上　湧　也 清　長　大　雅 口　田　虎汰朗

はまさき まさひと ちぢわ たつき ざいつ りょうすけ おがわ かつや

濱　崎　聖　仁 千々和　達　輝 財　津　亮　介 小　河　勝　弥

きただて りゅうま あさがみ おうが うめつ れんたろう ながしま こうのすけ

北　舘　竜　馬 麻　上　桜　雅 梅　津　蓮太郎 長　嶋　航之介

こが りょうたろう ともなが ゆう やました ようへい わきたに りゅうへい

古　賀　龍太郎 朝　長　優　空 山　下　陽　平 脇　谷　龍　平

いけじり けいすけ やまぐち しょうま ながむら りゅうのすけ はたえ かすみ

池　尻　圭　佑 山　口　翔　磨 永　村　龍之介 波多江　香　純

みこだ まひろ でぐち いっしん ほしの めぐみ すぎやま よしと

三小田　真　裕 出　口　一　心 星　野　めぐみ 杉　山　義　斗

板付北クラブ

吉塚クリッパーズ

八田リトルペガサス

香椎ウイングス

南片江レオーズ

四箇田ボーイズ

老司アーチンズ

千早西クラブ

田島ソフトボールクラブ

泉ジュニア

山口塾

香椎東ハリケーンズ

13

11

原田ビッグボーイズ

4

清道クラブジュニア

鶴田少年ソフトクラブ

美野島クラブ

赤坂ニューファイターズ

百道ストロングス

23

21

15

16

20

タートルズ板付ジュニアソフトボールクラブ

那珂イーグルス

那珂南クラブ

七隈ジュニアソフト

22

8

12

17

18

14

19

9

愛好クラブ

1

9

2

6

7

3

5

25 次郎丸クラブ

24 波多江ファイターズ


