
平成１6年度ランキング一覧表

一位 二位 三位 三位 五位 六位 七位 七位 七位

中野孝彦・中尾　修 橋川隆一・永田仁史 北村祐一・大久保旭 筒井崇博・白仁田和也 中野孝彦・前田晃彦 鶴田良二・橋本　聡 前田文博・橋本　聡 松尾直樹・永田仁史 山崎裕樹・中尾寛之

（ JA佐賀・鹿島ク ） （鹿島ク） （塩田ク） （塩田工高） (JA佐賀・一経大) (基山ク・唐津ク) (伊万里ク・唐津ク) （鹿島ク) (塩田工高)

一位 二位 三位 三位 三位 六位 六位 八位

中森美恵子・松尾雅恵 田中博美・福市京子 栗　由紀・村田夏江 酒見智子・渡辺真樹 福田江里子・前田恵美 田久保麻紀・平山博子 中森美恵子・杉光かおり 栗　由紀・武富由美

(塩田ク・鹿島ク) （牛津ク・塩田ク） （鹿島ク） （武雄ク・唐津ク) (鹿島ク) （九産大・中村短大) (塩田ク) （鹿島ク）

一位 二位 三位 三位 五位 六位 七位

江頭成人・中村豊文 有森和正・馬場三郎 正嶋　了・重　嘉穀 小野恭平・真崎光晴 前田文博・上村和博 中村孝司・真崎光晴 乙成浩一・松岡輝男

（ 小城ク・基山ク ） （鹿島ク） （小城ク) (ＮＴＴ・小城ク) (伊万里ク・九電佐賀) (唐津ク・小城ク) （武雄ク）

一位 二位 三位 四位 　

山口ゆかり・西澤有美子 正嶋詩子・小副川美紀 権藤由美・山下小百合 今村弥生・有森みゆき 　

(鳥栖ク・唐津ク) (小城ク) (基山ク･唐津ク) (鹿島ク) 　

一位 二位 三位 三位 五位 六位 七位 七位 九位 九位 九位

天本幹男・南方清貴 天本幹男・伊藤孝則 兼子　修・三井鐘憲 奥　功・七田俊文 奥　功・中尾悦次 宮崎成人・中尾悦次 平山輝彦・高木良幸 乙成浩一・宮崎成人 奥　功・高島佑秀 佐伯善春・中島哲男 乙成浩一・高島佑秀

（基山ク・鳥栖ク) （基山ク) （伊万里ク) （武雄ク) （武雄ク・鹿島ク) （武雄ク・鹿島ク) （小城ク） （武雄ク) （武雄ク) （唐津ク） （武雄ク)

一位 一位 三位 三位 五位 五位

石井みち子・平野幸子 西嶋久美子・大坪絹香 藤井明子・八谷智津子 深川良子・香田伸子 高尾邦子・坂井しのぶ 国信茂美・久保佐恵子

(鹿藤ク・基山ク) （基山ク） (若楠ク・上峰ク) （若楠ク） （若楠ク） (小城ク)

一位 二位 三位 四位 五位 六位 六位 六位

龍頭正敏・豊福尚弘 江頭武典・細田盛一 田中　命・細田盛一 古川守文・岩田興三 中山九一・尾崎英昭 田中　命・岩田興三 古川守文・中山九一 太谷　稔・森　通紘

(第一道路・上峰ク) （鹿島ク･唐津ク） （唐津ク） (唐津ク) (唐津ク) （唐津ク） （唐津ク） （武雄ク）

一位 二位 三位 四位 五位 五位 五位 　 　

坂口敦子・井上聖子 内田久美子・石橋幸子 川添美恵子・堤　堯子 矢ケ部敬子・今井恵子 宮崎久子・小野原ハルコ 岩川恵美子・城島千恵 日高チズ子・杉本征子 　 　

（鹿島ク） (若楠ク) (唐津ク) (基山ク・上峰ク) (鹿島ク) (三田川ク) (上峰ク・有田ク) 　 　

一位 二位 三位 四位 五位 五位

田島治雄・鐘ケ江武春 松尾英樹・山田義治 中村三千夫・南里茂幸 岡本一行・桜井史郎 東　久男・林　泰平 庄崎彦九郎・飛松　浩

(鹿島ク) (鹿島ク) (小城ク) (小城ク・唐津ク) (基山ク) (基山ク)

一位 一位 三位 三位 五位 五位 五位 八位 八位 八位

筒井崇博・白仁田和也 池田潤也・中尾寛之 合力悠平・岡本翔太 中島大貴・稲富　純 中村　岬・荒木健士朗 松本真樹・井本拓磨 山崎裕樹・松本大次郎 船津　惣・橋本聡志 岡本健吾・岩本晃司 口石亮介・廣　晶太

（塩田工業） （塩田工業） （唐津東） （塩田工業） （塩田工業） （唐津東） （塩田工業） （多久） （唐津東） （伊万里）

一位 一位 三位 三位 五位 五位 七位 七位 九位 九位

井上真実・橋爪ちはる 小野真喜・山下ひかる 大島真穂・太田みどり 南方悠希・樋口　綾 北村愛美・井上真純 峰下未来・高島佑子 植松奈美・松本　梓 今村　薫・有森有季 嶋田あかね・中原有紀 多々良・田中美奈子

（嬉野高） （嬉野高） （嬉野高） （清和高） （嬉野高） （嬉野高） （嬉野高） （嬉野高） （牛津高） （小城高）

一位 二位 二位 四位 五位 五位 五位 五位 五位 十位 十位

青木貴洋・徳久涼太 野崎晃義・弘川純平 中村将人・中村元紀 立野佑樹・百田洋介 貞島一弥・北村拓也 中川敏史・大久保克之 田上翔也・中川内祐希 迎　充広・中原亨 北川真伍・井手智也 井上純樹・太田清也 岩崎省吾・森　聖

(大和中学) (唐津第四中学) (湊中学) (嬉野中学) (塩田中学) (鹿島西部中学) (武雄中学) (鹿島西部中学) (武雄中学) (鹿島東部中学) (西有田中学)

一位 二位 三位 四位 五位 五位 五位 八位 　

田中美圭・朝日翔子 田中智恵・中島千明 中村やよい・中村真理 横山恵梨香・宮村麻衣 宮地理沙・石橋佳子 前田祐佳・小川美智 江口美紀・松永ひとみ 犬塚美帆・中村早希

(大野原中学) (塩田中学) (大野原中学) (鹿島東部中学) (成章中学) (嬉野中学) (小城中学) (城北中学)

一位 二位 三位 四位 四位 四位

北村雄喜・池田拓也 高木渉二朗・真崎　涼 小林周平・阿部俊樹 大島翔・山上拓也 阿部俊樹・山上拓也 小林周平・大島翔

（五町田Ｊ） （牛津Ｊ） （嬉野小Ｊ） （嬉野小Ｊ） （嬉野小Ｊ） （嬉野小Ｊ）

一位 二位 三位 三位 五位

森加奈恵・久富祥子 杉谷茉奈・藤田知奈美 百田志穂・小林詩織 坂本麻有・竹﨑綾子 久保直子・古賀晴香

（五町田Ｊ） （五町田Ｊ） （嬉野小Ｊ） （唐津Ｊ） （五町田Ｊ）

一般男子

一般女子

成年男子

成年女子

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)

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


