
平成１8年度ランキング一覧表

１位 ２位 ２位 ２位 ５位 ５位 ７位 ７位 ７位 ７位 ７位

田中善典 ・ 川原輝幸 松本幸次郎・堀江健太 中野孝彦・前田晃彦 中島　孝・上岩博文 上岩博文・橋本　聡 岩永勇人・藤家重光 谷口修平・橋本　渉 東　信史・藤原稔史 松尾直樹・池田真司 筒井崇博・池田真司 手島大輔・牧山弘賢

（鹿島ク・嬉野ク） （佐賀大） （JA佐賀市・一経大） （唐津ク） （唐津ク） （鹿島ク） （鹿島ク） （佐賀大） （鹿島ク） （嬉野ク・鹿島ク） （唐津ク）

１位 ２位 ２位 ２位 ５位 ５位 ７位 ８位 ８位 １０位

上岩京子・有森由季 山下美穂子・村田夏江 福田江里子・前田恵美 山下美穂子・有森由季 北村里恵・武冨由美 北村里恵・前田恵美 山下美穂子・武冨由美 鈴木由理佳・萩原美里 山口　類・伊東ひかる 松尾あやか・志氣ゆかり

（唐津ク・鹿島ク） （鹿島ク・嬉野ク） （鹿島ク・嬉野ク） （鹿島ク） （嬉野ク・鹿島ク） （嬉野ク） （鹿島ク） （清和高） （清和高） （唐津ク）

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ６位

古賀博信・真崎光晴 有森和正・馬場三郎 前田文博・上村和博 久本隆廣・重　嘉毅 江頭成人・中村豊文 松崎達也・石井直樹 久保重樹・田中　剛

（九電佐賀・小城ク） （鹿島ク・嬉野ク） （伊万里ク・九電佐賀） （遊球会） （北親ク・鳥栖ク） （遊球会） （小城ク）

１位 ２位 ２位 ２位 ５位

山口ゆかり・徳永由起 上村明美・前田晴美 田栗美佐子・冨永智子 田栗美佐子・藤井薫子 権藤由美・山下小百合

（鳥栖ク・小城ク） （唐津ク） （武雄ク） （武雄ク） （基山ク・唐津ク）

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

天本幹男・伊東孝則 乙成浩一・宮崎成人 兼子　修・三井鐘憲 松本　正・中尾悦次 奥　功・中尾悦次 佐伯善春・中島哲男

（鳥栖ク・福岡市役所） （武雄ク） （伊万里ク） （鹿島ク） （武雄ク・鹿島ク） （唐津ク）

１位 ２位 ３位 ３位 ５位

伊藤順子・埋金雪子 藤井明子・八谷智津子 石井みち子・冨永智子 石井みち子・平野幸子 塚本真理子・松尾ふじ子

（基山ク） （若楠ク） （鹿藤ク） （鹿藤ク・基山ク） （小城ク）

１位 ２位 ３位 ４位

江頭武典・細田盛一 平山輝彦・井原啓智 古川守文・岩田興三 高木良幸・白水倶弘

（鹿島ク･唐津ク） （小城ク） （唐津ク） （小城ク）

１位 ２位 ３位 ３位 ５位 ５位 　 　

池田ハルミ・久保千賀子 坂口敦子・井上聖子 筒井まゆみ・杉田八重子 諸田侑子・城島千恵子 岩川恵美子・古川るみ子 矢ケ部敬子・今井恵子 　 　

（小城ク） （鹿島ク） （有田ク） （ひまわりク） （ひまわりク） （基山ク） 　 　

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

山口征四郎・田嶋治雄 太谷　稔・北 健二郎庄崎彦九郎・飛松 洋近藤勝喜・関根忠利 松尾英樹・山田義治 太田武彦・通山佳孝

（鹿島ク） （武雄ク） （基山ク） （神埼ク） （鹿島ク） （唐津ク）

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ６位

宮崎久子・杉本征子 今泉富子・堤　堯子 川添美恵子・堤　堯子 小宮暎子・小山孝子 荒木クニエ・小野原ハル子 田代ヒサ代・香田美恵子 荒木クニエ・米野春美

（鹿島ク・有田ク） （基山ク・唐津ク） （唐津ク） （朝顔ク） （若楠ク・鹿島ク） （朝顔ク） （若楠ク・基山ク）

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

中村三千夫・鶴丸昌明 久保正憲・中野和彦 宇曽雷次・桜井史郎 荒巻甲子郎・鐘ヶ江善吾 荒巻甲子郎・南里茂幸 七田　稔・桃崎文男

（小城ク） （小城ク） （佐賀ク・唐津ク） （小城ク） （小城ク） （有田ク・唐津ク）

１位 ２位 ２位 ４位 ５位 ５位 ７位 ７位 ９位 ９位 ９位

小野克俊・松本大次郎 徳久涼太・持永洋壮 小野克俊・稲冨　純 立野佑樹・古川　渉 寺井亮太・宮本健太 筒井崇博・稲富　純 貞島一弥・木下洋輔 村島敬昌・柴田憲成 乙成智明・井手智也 塚原武蔵・光延謙佑 徳永祐也・船津　諭

（塩田工） （小城高） （塩田工） （塩田工） （塩田工） （塩田工） （塩田工） （小城高） （有田工） （多久高） （多久高）

１位 １位 ３位 ４位 ５位 ６位 ６位 ８位 ８位 １０位 １０位

坂田志乃・中島千明 大島千明・井上真純 植松奈美・朝日翔子 高木美代子・伊東ひかる 徳永美香・前田知美 松本麻衣・市丸加奈子 田中美圭・小川美智 奈良久美子・江里口弥香 山口　類・萩原美里 鈴木由理佳・里岡陽子 横山恵梨香・松永ひとみ

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

１位 ２位 ３位 ４位 ４位 ６位 ７位 ７位

中島敏英 ・ 内山誉央 糸山英輝 ・ 山内健豊 下村啓輔 ・馬場大地 山口拓也 ・ 古舘宏次郎 富吉償太 ・ 江頭直茂 森　敏行 ・ 岡本拓也 角　恭平 ・ 黒木聡太 堀　晃成 ・ 吉永弘雅

（城西中） （大和中） （塩田中） （大良中） （城北中） （唐津第四中） （白石中） （西有田中）

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ５位 ７位 ８位 ９位 ９位

田﨑美紗 ・ 前田清香 小川ひかり ・秀坂智美 森加奈恵 ・ 中島　楓 江島万紀子 ・ 江里口華奈 坂本麻有 ・ 竹崎綾子 福田仁美 ・ 松尾伽奈絵 村島由佳梨 ・ 山口千慧 真島陽子 ・ 正嶋里歌 山口文加 ・ 富永絵里香 川﨑美晴 ・ 織田由紀乃

(大野原中) （小城中） （塩田中） （小城中） （唐津第一中） （塩田中） (小城中) （三日月中） （嬉野中） （鹿島西部中）

１位 ２位 ３位 ３位

北村翔平 ・植松大地 真崎　涼・古瀬亮太 坂本州平・宮崎卓也 近藤佳紀・竹崎雄大

（塩田Ｊ） （小城Ｊ） （唐津Ｊ） （唐津Ｊ）

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

百田琴音・山口優利香 中川愛子・富永詠子 大島雪美・久保田有紀 植松　瞳・鶴田帆希 小副川采花・髙木祐未

（嬉野Ｊ） （鹿島Ｊ） （嬉野Ｊ・塩田Ｊ） （古枝Ｊ） （小城Ｊ）

中学女子

小学男子

シニア男子
(65歳以上)

シニア男子
(70歳以上)

高校男子

高校女子

シニア女子
(60歳以上)

小学女子

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)

中学男子


