
平成24年度 佐賀県ソフトテニス ランキング一覧表

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ６位 ６位 ６位

中島　孝・中島敬史 田中聡士・井本拓磨 牟田浩二・古賀陽介 音成健太・宮崎卓也 音成健太・川崎雄也 音成健太・北村雄基 大久保賢二・山崎智彦 北村雄基・武田知大 坂本洲平・岡崎将太

（唐津ク） （鹿島ク・唐津ク） （ＪＡさが） （鹿島ク・塩工高） （鹿島ク・日経大） （鹿島ク・嬉野ク） （ＪＡさが・鳥栖ク） （嬉野ク・佐工高） （東福岡高・塩工高）

１位 ２位 ３位 ４位 ４位 ６位 ６位 ６位 ６位 ６位

井上真実・井上真純 福田江里子・山下亜莉沙 力武みくり・前原 愛 上岩京子・穴井宝子 永島祥子・織田奈那 田中裕梨・萩原美里 力武みくり・宮崎　梓 上村明美・前田晴美 有森由季・有森 唯 田中瑞穂・古賀暁子

（嬉野ク） （佐賀ク・鳥栖ク） （有田ク・太良ク） （唐津ク） （嬉野高） （ＪＡさが・鳥栖ク） （有田ク・九産大） （唐津ク） （鹿島ク） （嬉野高）

１位 ２位 ３位 ３位 ３位 ６位 ６位

浅野博光・片岡憲児 下平　学・小山宏幸 上岩博文・高島祐秀 上岩博文・戸川　崇 古賀博信・永田仁史 中野孝彦・池田敏成 松崎達也・杉本哲也

（唐津ク） （伊万里市連・有田ク） （唐津ク・武雄ク） （唐津ク） （九電佐賀・小城ク） （ＪＡさが・伊万里市連） （小城ク）

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

前田文博・真﨑光晴 北川　学・小池和明 有森和正・小野原保 前田文博・上村和博 佐伯善春・中島哲男 樋口博久・小山宏幸

（伊万里市役所・小城ク） （小城ク・九電佐賀） （鹿島ク） （伊万里市役所・九電佐賀） （唐津ク） （有田ク）

１位 １位 １位 ４位 ４位

山口ゆかり・藤井薫子 塚本真理子・松尾ふじ子 谷口律子・谷口かつ枝 塚本真理子・富永智子 田栗美佐子・山下小百合

（鳥栖ク・武雄ク） （小城ク） （唐津ク） （小城ク・武雄ク） （武雄ク・唐津ク）

１位 ２位 ２位 ４位 ４位 ４位 ７位 ８位 ８位 ８位

古賀嘉道・豊福尚弘 天本幹男・中尾悦次 天本幹男・伊藤孝則 高木良幸・白水倶弘 奥　　　功・高島祐秀 山口和廣・豊福尚弘 宮崎成人・伊藤孝則 古川守文・井本　勇 乙成浩一・高島祐秀 高木良幸・田中弘男

（上峰ク） （鳥栖ク・鹿島ク） （鳥栖ク・福岡市役所） （小城ク） （武雄ク） （鹿島ク・上峰ク） （武雄ク・福岡市役所） （唐津ク） （武雄ク） （小城ク）

１位 １位 　 　

石井みち子・平野幸子 藤井明子・埋金雪子 　

（鹿島ク・基山ク） （若楠ク・基山ク） 　

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ５位

江頭武典・井原啓智 北川政純・細田盛一 牧原辰夫・松村父征生 山田芳教・徳島繁樹 峯松哲次・山田裕章 増本一成・中山九一

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

１位 ２位 ２位

坂口敦子・井上聖子 日高チヅ子・藤田美代子 大串加代子・渕野知恵子

（鹿島ク） （上峰ク） （佐賀ク・若楠ク）

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位

山口征四郎・田島治雄 樋渡和利・高柳行雄 東　久男・飛松　洋 杉原　潔・池田誠三郎 杉原　潔・中村隆信 太田武彦・岩田興三 山田弘光・山田義治

（鹿島ク） （小城ク） （基山ク） （鹿島ク・伊万里ク） （鹿島ク・佐賀ク） （唐津ク） （小城ク・鹿島ク）

１位 ２位 ３位

七田　稔・荒巻甲子郎 宇曽雷次・福原利喜 宇曽雷次・桃崎文男

（有田ク・小城ク） （佐賀ク・基山ク） （佐賀ク・唐津ク）

１位 ２位 ２位 ４位 ５位 ６位 ６位 ８位 ８位 １０位

坂下宏樹・岡崎将太 芦塚貴文・宮崎卓也 三浦　昴・武田知大 江頭直樹・川内一輝 中島　諒・田中大樹 中村文弥・福田圭太 江頭佳樹・山田洸杜 村山宏治・柿山拓也 船津丸正人・山崎隆星 福滿航基・原　幸輝

（塩田工業高校） （塩田工業高校） （佐賀工業高校） （多久高校） （多久高校） （鹿島高校） （多久高校） （神埼高校） （佐賀工業高校） （佐賀工業高校）

１位 ２位 ３位 ３位 ５位 ５位 ５位 ８位 ８位 １０位

江里口琳奈・山口真未 七田英寧・澤入夕愛 鶴田帆希・高島文香 久保田有紀・百武鈴奈 遠田恵美・黒田真由 大崎理奈・山田真子 野田恭伽・堀田美紀 山口菜都乃・蒲原杏奈 橋野奈々美・松尾朱莉 小谷内香奈・中島三知馨

（佐賀清和高校） （佐賀清和高校） （嬉野高校） （佐賀清和高校） （佐賀清和高校） （佐賀清和高校） （佐賀清和高校） （牛津高校） （佐賀清和高校） （神埼高校）

１位 ２位 ３位 ４位 ４位 ６位 ６位 ６位

村山友基・岸　颯 小副川忠希・樋渡成樹 宮原尚也・香田啓利 小林弘明・山田龍之介 内田拓光・牛島秀豪 長石達也・満田崇暉 下川峻矢・石丸賢次 松本祥平・森　拓朗

（基山中学校） （三日月中学校） （鍋島中学校） （嬉野中学校） （城南中学校） （城東中学校） （成章中学校） （武雄中学校）

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

副島春菜・喜多桃子 川西芽依・古賀茉奈美 松本華穂・矢壁奈々 江口美佳・田中美佳 澤山芽衣・佐藤花菜 高島菜菜子・髙栁千佳 岩宗明日香・山口和夏 坂本麻菜・小柳麻菜

（塩田中学校） （三日月中学校） （多良中学校） （小城中学校） （多良中学校） （多良中学校） （浜玉中学校） （東部中学校）

１位 ２位 ３位 ４位

中山翔太・上村耕新 織田歩睦・橋野潤 白濱勇哉・富永拓磨 小山頼人・小川智也

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

１位 １位 ３位 ３位 ５位 ６位 ６位 ８位

竹下依李・鍬本あかり 峰下はづき・田中未来 峰下はづき・樋口真叶 鍬本あかり・樋口真叶 喜多莉子・栗山友希 陣竹はな・竹下依李 喜多莉子・小山藍加 陣竹はな・田中未来

（多良ジュニア） （多良ジュニア） （多良ジュニア） （多良ジュニア） （塩田ジュニア） （多良ジュニア） （塩田ジュニア） （多良ジュニア）

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)


