
平成１４年度ランキング一覧表

一位 一位 三位 四位 五位 六位 六位 六位

松尾・山中 杉光・中尾 上岩・橋本 右近・永田 北村・大久保 太田・山崎 森田・溝上 杉光・木下

（鹿島ク･唐津ク） ( 鹿島ク ) （ 唐津ク ） （ 鹿島ク ） （ 塩田ク ） ( 塩田工 ) ( 鹿島高 ) (鹿島ク・塩田ク)

一位 二位 三位 四位 五位 五位 七位 七位 七位

小池・山口 中森・福市 栗　・　岡 山中・宮口 橋本・鳥原 出口・前田 峯　・村田 橋本・宮口 井上・橋爪

(共生保育・佐銀) （佐賀銀行） （ 嬉野高 ） （ 唐津ク ) （武雄ク・唐津ク) （若楠ク・唐津ク） （鹿島ク） （武雄ク・唐津ク） （嬉野高）

一位 二位 三位 三位 五位 六位 六位

前田・宮崎 天本・伊藤 佐伯・上村 中島・上村 宮崎・力武 有森・　東 江頭・中村

（伊万里ク・佐銀) （ 基 山 ク ) （唐津ク・九電佐賀) (唐津ｸ･九電佐賀) (武雄ク・伊万里ク) （ 鹿島ク ) （基山ク）

一位 二位 三位 四位 五位 六位 七位

山口・西澤 田崎・富永 石井・平野 権藤・山下 塚本・中島 鳥原・松尾 坂井・深川

(鳥栖ク・唐津ク ) (若楠ク･鹿藤ク) (鹿藤ク・基山ク ) (基山ク･唐津ク) (小城ク) (唐津ク・武雄ク) ( 若 楠 ク )

一位 二位 三位 四位 五位 五位 七位 八位 八位 八位

古賀・中野 乙成・高島 佐伯・山口 天本・南方 石橋・豊福 城野・豊福 古川・井本 龍頭・手島 龍頭・吉富 高木・白水

（セキスイ・ＮＴＴ） （ 武 雄 ク ) （唐津ク) （基山ク・鳥栖ク) （一球会・基山ク） （一球会・上峰ク） （ 唐 津 ク ） （第一道路・基山ク） （第一道路・　　） （ 小 城 ク ）

一位 一位 三位 四位 五位 六位 七位 七位

池田・田川 坂口・杉本 高尾・辻丸 矢ヶ部・藤田 石井・平野 田島・上田 米野・大坪 田島・福田

(小城ク・唐津ク) (鹿島・有田ク) ( 若 楠 ク ) （ 基 山 ク ） (鹿藤ク・基山ク) （基山ク） （基山ク） （基山ク）

一位 二位 三位 四位 五位 六位 七位 七位

栄原・井原 江頭・細田 太谷・　北 井原・平山 坂本・岩田 貞包・　島 内藤・中村 尾崎・中山

（小城ク） （鹿島ク･唐津ク） (武雄ク) (小城ク) (唐津ク) （小城ク･若楠ク） (一球会) （唐津ク）

一位 一位 三位 四位 五位

川添・　堤 内田・石橋 宮崎・小野原 今泉・米野 荒木・手塚

( 唐 津 ク ) ( 若 楠 ク ) ( 鹿 島 ク ) ( 基 山 ク ) (神埼ク・小城ク)

一位 二位 三位 四位 五位 六位

中村・鶴丸 牟田・林田 中野・山元 坂本・岩田 中野・荒巻 宇曽・宮原

( 小 城 ク ) （佐賀百才会） (一球会・九電OB ) (唐津ク) （一球会・小城ク） （佐百才会・若楠ク）

一位 二位 三位 四位 五位 六位 七位 八位 九位 九位

岩永・藤家 松本・前田 山上・山崎 山上・藤家 中村・太田 中尾・松尾 森田・谷口 大久保・池田 馬場・小池 松尾・大久保

（塩田工業） （有田工業） （塩田工） （塩田工業） （塩田工業） （鹿島高） （鹿島高） （塩田工業） （塩田工業） （塩田工業）

一位 二位 三位 四位 五位 六位 七位 七位 七位

小国・伊東 西森・一ノ瀬 井上・橋爪 梶原・平山 小野・太田 栗・岡 南方・青木 宮崎・西野 大島・岩永

（清和高） （嬉野高） （嬉野高） （清和高） （嬉野高） （嬉野高） （清和高） （嬉野高） （嬉野高）

一位 一位 三位 三位 三位 六位 六位 六位 九位 九位 九位

山崎・稲富 池田・中尾 山崎・　森 吉田・中尾 久保・瀬戸 中島・岡本 松本・井本 吉田・大井手 池田・白仁田 筒井・稲富 中村・安河内

(塩田中学) (鹿島西武中学) (塩田中学) (鹿島西武中学) (城北中学) (唐津第一中学) (唐津第四中学) (鹿島西部中学) (鹿島西部中学) (塩田中学) （神埼中学）

一位 二位 三位 四位 五位 五位 七位 七位 七位

峰下・山下 青木・井上 植松・松本 小林・大島 山田・　原 宮崎・仁木 徳田・田中 北村・池田 秀島・中村

(嬉野中学) (嬉野中学) (嬉野中学) (嬉野中学) (小城中学) (鹿島東部中学) (小城中学) （塩田中学） （城北中学）

一位 一位 三位 四位

伊藤・北村 中村・中村 古賀・百田 植松・西野

（五町田Ｊ） （神集島小Ｊ） （嬉野小Ｊ） （嬉野小Ｊ）

一位 二位 三位 四位

北村・田中 北村・中島 前田・前田 山口・富永

（五町田Ｊ） （五町田Ｊ） （大野原Ｊ） （嬉野小Ｊ）

中学女子

小学男子

小学女子

シニア男子
(65歳以上)

高校男子

高校女子

中学男子

シニア男子
(45歳以上)

シニア女子
(45歳以上)

シニア男子
(55歳以上)

シニア女子
(55歳以上)

一般男子

一般女子

成年男子

成年女子


