
平成22年度ランキング一覧表

１位 ２位 ２位 ４位 ４位 ４位 ７位 ８位 ８位 ８位

古賀博信・永田仁史 高木渉二朗・川﨑雄也 徳久涼太・松本大次郎 佐藤晋太郎・藤家重光 中野孝彦・松本大次郎 音成健太・池田真司 田中聡士・井本拓磨 松尾賢太郎・森　弘樹 牟田久倫・伊東和秀 中島　孝・佐伯善之

（九電佐賀・小城ク） （塩工高ク・多久高ク） （日本大・福岡大） （鍋島中・鹿島ク） （ＪＡさが・福岡大） （鹿島ク） （鹿島ク・唐津ク） （武雄ク） （神埼ク） （唐津ク）

１位 ２位 ２位 ２位 ５位 ５位 ７位 ７位 ７位 ７位 ７位

高木美代子・泉　咲子 岸川祥子・高島佑子 青木由香里・井上真純 正嶋明季・宮崎宣佳 栗　由紀・有森由季 山口　類・前田清香 山口ゆかり・山下亜莉沙 吉武里彩・稲富　舞 小池智恵・中島千明 中村仁美・木寺　楓 田中里沙・田中千秋

（小城ク） （武雄ク） （日体大） （佐賀清和高校） （鹿島ク） （福岡大・桃山学院大） （鳥栖ク） （佐賀大） （嬉野ク・福岡大） （佐賀清和高校） （清和高ク）

１位 １位

松崎達也・谷口　剛 下平　学・池田敏成

（小城ク） （伊万里ク）

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ５位 ５位

前田文博・真﨑光晴 樋口博久・小山宏幸 宮崎成人・伊藤孝則 天本幹男・伊藤孝則 佐伯善春・山田浩之 有森和正・小野原保 佐伯善春・井手口尚生

（武雄ク・小城ク） （有田ク） （武雄ク・福岡市役所） （鳥栖ク・福岡市役所） （唐津ク） （鹿島ク） （唐津ク・佐賀ク）

１位 １位 ３位 ３位 ５位 ５位

田栗美佐子・塚本真理子 田栗美佐子・平野幸子 権藤由美・山下小百合 藤井明子・八谷智津子 谷口律子・谷口かつ枝 塚本真理子・山下小百合

（武雄ク・小城ク） （武雄ク・基山ク） （基山ク・唐津ク） （若楠ク・ひまわりク） （唐津ク） （小城ク・唐津ク）

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ５位 ５位 ５位 ５位

江頭武典・井原啓智 石橋泰幾・豊福尚弘 平山輝彦・大曲晴雄 中野隆憲・高島祐秀 公門武敏・実松孝明 平山輝彦・高木良幸 田口常幸・大曲晴雄 古川守文・井本　勇 平野芳継・内橋　強

（鹿島ク・佐賀ク） （佐賀ク･上峰ク） （小城ク・有田ク） （武雄ク） （佐賀ク・上峰ク） （小城ク） （朝顔ク・有田ク） （唐津ク） （基山ク・鳥栖ク）

１位 　 　

石井みち子・平野幸子 　

（鹿島ク・基山ク） 　

１位 ２位 ３位 ４位 ４位 ４位 ７位

杉原　潔・中村隆信 尾崎英昭・岩田興三 太田武彦・細田盛一 牧原辰夫・松村父征生 山田芳教・徳島繁樹 樋渡和利・高柳行雄 樋渡和利・金子　亨

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

１位 ２位 ３位 ４位

坂口敦子・井上聖子 池田ハルミ・藤田美代子 岩川恵美子・古川るみ子 細田ミチ子・松林ミチエ

（鹿島ク） （小城ク・基山ク） （上峰ク） （唐津ク・佐賀ク）

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

庄崎彦九郎・飛松　洋 山口征四郎・田島治雄 関根忠利・近藤勝喜 山口征四郎・山田義治 七田　稔・池田誠三郎

（基山ク） （鹿島ク） （上峰ク） （鹿島ク） （有田ク・伊万里ク）

１位 ２位

宮崎久子・杉本征子 川添美恵子・小野原ハル子

（鹿島ク） （唐津ク・鹿島ク）

１位 ２位 ３位

鐘ヶ江善吾・荒巻甲子郎 宇曽雷次・福原利喜 南里茂幸・岩田英二

（小城ク） （佐賀ク・基山ク） （小城ク・朝顔ク）

１位 ２位 ３位 ３位 ５位 ５位 ５位 ８位 ８位 １０位 １０位

高木渉二朗・伊東拳斗 小林周平・岡崎将太 北村雄基・谷口 稜 坂下宏樹・宮崎卓也 池田拓也・坂口祐貴 蒲原健太・西龍太郎 永石孝平・藤川和也 小川達也・笠原祐樹 井手啓介・古賀凌太 井手大智・寶蔵寺一樹 田中将太・小池遼佑

（塩田工業高校） （塩田工業高校） （塩田工業高校） （塩田工業高校） （塩田工業高校） （佐賀工業高校） （多久高校） （神埼高校） （伊万里高校） （佐賀工業高校） （多久高校）

１位 １位 ３位 ４位 ５位 ６位 ６位 ８位 ９位

田中里沙・古賀千秋 力武みくり・山口文香 田中恵莉・宮﨑　梓 村田知美・井手美沙希 中村仁美・田中千秋 正嶋明季・宮崎宣佳 宮崎麻未・木寺　楓 森亜香子・原田美由 田中裕梨・伊東千尋

（佐賀清和高校） （嬉野高校） （嬉野高校） （嬉野高校） （佐賀清和高校） （佐賀清和高校） （佐賀清和高校） （嬉野高校） （佐賀清和高校）

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ６位 ６位

川西湧樹・田中大樹 大久保貴博・池田匠吾 坂井秀輔・川内佐恭 大浦智也・古川直樹 小野原誠・池田匠吾 小野原誠・福田圭太 中島　諒・山田健一 川原大志・福田圭太

（三日月中学校） （塩田中学校） （武雄中学校） （鬼塚中学校） （塩田中学校） （塩田中学校） （唐津第一中学校） （塩田中学校）

１位 ２位 ２位 ４位 ５位 ６位 ６位 ８位

百田琴音・山口優利香 堀田美紀・堀田　侑 桑原妃美子・中村日菜子 小副川采花・寶蔵寺花菜 中里真知子・佐々木利沙 野田恭伽・平尾晴佳 田中瑞穂・前田美緑 力石敦美・堀田優香

（嬉野中学校） （大良中学校） （塩田中学校） （三日月中学校） （打上中学校） （芙蓉中学校） （大野原中学校） （大良中学校）

１位 １位 ３位 ３位 ５位 ６位 ７位

栗山比呂・松本隆星 喜多晃平・栗山比呂 喜多晃平・江口武志 松本隆星・江口武志 武富敦史・豊川 端 新郷 武・小山玲音 橋野祐輝・高塚涼介

（塩田ジュニア） （塩田ジュニア） （塩田ジュニア） （塩田ジュニア） （鹿島ジュニア） （唐津ジュニア） （三日月キッズ）

１位 ２位 ３位 ４位

矢壁奈々・松本華穂 高栁千佳・竹下 舞 藤川ありさ・松尾采奈 藤家真琴・田代遼花

（多良ジュニア） （多良ジュニア） （三日月キッズ・塩田ジュニア） （鹿島ジュニア）

シニア女子
(55歳以上)

中学女子

シニア女子
(60歳以上)

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)

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
(70歳以上)

シニア女子
(65歳以上)

シニア男子
(75歳以上)


