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事 務 連 絡 

平成 30 年 9 月 20 日 

「第 61回福岡県民体育大会」関係者 各位 

 

 

スポーツフェスタ・ふくおか実行委員会事務局 

 

 

 

平成 30年度スポーツフェスタ・ふくおか「第 61回福岡県民体育大会」 

秋季大会プログラムに係る正誤表について（送付） 

 

 

 

 スポーツフェスタ・ふくおか「第 61回福岡県民体育大会」の開催について、日ごろから

ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、平成 30年 9月 6日（木）に配布しました標記プログラムについて、別紙のとおり

正誤表を送付いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【問い合わせ先】 

 スポーツフェスタ・ふくおか実行委員会 

 担当 松下（公益財団法人福岡県体育協会） 

 TEL 092-629-3535 FAX 092-629-3536 

 E-mail：matsushita-fukuokaken@japan-sports.or.jp 
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平成 30年度スポーツフェスタ・ふくおか「第 61 回福岡県民体育大会」秋季大会プログラムに係る正誤表 

競 技 名 ページ 郡市名 誤 正 備 考 

陸上競技 
32 

（24） 
久留米市 

一般男子 100ｍ 予選 

2組 4レーン 303 矢ヶ部 邦彦  

一般男子 100ｍ 予選 

2組 4レーン 303 矢加部 邦彦  
漢字の訂正 

バスケットボール 

37 糟屋郡 青年男子 選手 片峰 義之 青年男子 選手 片峯 義之 漢字の訂正 

39 飯塚市 青年女子 選手 岩本 亜美 青年女子 選手 岩元 亜美 漢字の訂正 

車いすバスケットボール 
23 

（57） 
 2 会場 大牟田市立総合体育館 2 会場 大牟田市民体育館 会場の訂正 

バレーボール 

30  

1 競技運営について 

（1） 受付（8：00～8：30） 

  23日（日）一般女子 西部地区体育館にお 

いて受付 

2 競技運営について 

（1） 受付（8：00～8：30） 

  23日（日）一般女子 みづま総合体育館にお

いて受付 

会場の訂正 

30  

2 総合開会式、競技別開会について 

（2）23日、久留米市みづま総合体育館において 

一般男子全員・一般女子 

久留米市西部地区体育館において一般女子 

2 総合開会式、競技別開会について 

（2）23日、久留米市みづま総合体育館において 

一般男子全員・一般女子 

久留米市西部地区体育館において一般女子 

文書の削除 

卓  球 

32 飯塚市 一般の部 選手 高島 龍太郎 一般の部 選手 髙島 龍太朗 漢字の訂正 

32 飯塚市 一般の部 選手 宮崎 竜馬 一般の部 選手 宮﨑 竜馬 漢字の訂正 

35 太宰府市 青年の部 選手 高尾野 真香 青年の部 選手 髙尾野 真香 漢字の訂正 

 

別紙 

※（ ）内は総合プログラムページ数 

 



- 2 - 

競 技 名 ページ 郡市名 誤 正 備 考 

卓  球 

37 飯塚市 壮年の部 選手 白石 直美 80 壮年の部 選手 白石 直美 51 年齢の訂正 

37 飯塚市 壮年の部 選手 濱田  子 壮年の部 選手 濱田 禮子 氏名の訂正 

バドミントン 46 飯塚市 壮年男子 選手 姫島 英治 壮年男子 選手 姫嶋 英治 漢字の訂正 

剣  道 38 築上郡 青年男子 選手 山下 竜司 青年男子 選手 山上 竜司 漢字の訂正 

弓  道 

30 飯塚市 一般男子 選手 四段 今村 浩 一般男子 選手 五段 今村 浩 段の訂正 

35 遠賀郡 一般女子 選手 五段 小吉永 美千代 一般女子 選手 五段 小永吉 美千代 漢字の訂正 

35 築上郡 一般女子 選手 弐段 渡邉 はるか 一般女子 選手 弐段 渡邊 はるか 漢字の訂正 

37 朝倉市 一般女子 監督 佐野 洋子 一般女子 監督 佐野 陽子 漢字の訂正 

ソフトボール 

26 大川市 競技役員 審判員 川野 和久 競技役員 審判員 河野 和久 漢字の訂正 

32 行橋市 一般男子 選手 下白 忠信 一般男子 選手 下台 忠信 漢字の訂正 

テニス 30 糟屋郡 一般の部 監督 奥野 知之 一般の部 監督 奥野 知行 漢字の訂正 

 


