
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

たきゅう　たくや かりや　けんと しんどう　ひかる ばば　たかと

武生 卓也 仮屋 健人 進藤 輝 馬場 誉斗

(トヨタ自動車九州) (西日本シティ銀行) (西日本シティ銀行) (ＴＥＡＭ ＰＬＵＳ)

とよだ　しょうじ いいやま　としなり うちだ　ひろかず まんだ　しょうた

豊田 翔司 飯山 俊成 内田 裕和 萬田 翔太

(北九州市役所) (ＴＯＴＯＳ北九州) (トヨタ自動車九州) (アリヨシスポ－ツ)

ささぶち　たかし どい　まさよ ながやま　よしたか あおやま　やすひろ

笹渕 崇志 土居 正依 永山 宜孝 青山 康寛

(春日クラブ) (ＴＯＴＯＳ北九州) (ＮＳＳクラブ) (翔乱クラブ)

わたなべ　けんたろう うちむら　てっぺい こがま　さふみ なかむら　こうへい

渡辺 憲太郎 内村 徹平 古賀 昌文 中村 幸平

(アリヨシスポ－ツ) (アリヨシスポ－ツ) (ＮＳＳクラブ) (ＴＯＴＯＳ北九州)

しげ　たくま しかた　まなぶ のみやま　よしのぶ ふちがみ　よしふみ

重 琢磨 四方 学 野見山仁伸 渕上 佳史

(ローム・アポロ) (中津クラブ) (北九州市役所) (九州柳川精機)

むくもと　ひろゆき なかむら　まさみ あおき　ひろあき かねこ　たろう

椋本 浩行 中村 正巳 青木 弘明 金子 太郎

(西部ガス) (西日本シティ銀行) (福岡市役所) (アリヨシスポ－ツ)

さだ　あきら たぐち　かずひこ おがわ　たかのり たかお　とおる

佐田 聡 田口 和彦 小川 孝法 高尾 孔

(西日本シティ銀行) (鹿町ＴＦクラブ) (ＴＯＴＯ) (しゃとるクラブ)

こみや　たかよし ひらの　せいた おおつか　もりまさ

小宮 孝吉 平野 清太 大塚 守正

(大牟田クラブ) (飯塚クラブ) (どんぐりクラブ)

よしだ　てつお はしさこ　ふみお たけまつ　ただし はやかわ　いさお

吉田 哲雄 橋迫 文雄 武松 正 早川 績

(ヴィンテージ福岡) (ミントンクラブ) (柳川中央クラブ) (庄内クラブ)

かわもと　あきら きい　いそじ いちはら　けんいち にしやま　めいぞう

川本 諟 城井 五十二 市原 憲一 西山 明三

(どんぐりクラブ) (ヴィンテージ福岡) (西高宮クラブ) (どんぐりクラブ)

はらだ　かずのり まえだ　なおと おおつか　さとし かりや　けんと

原田 和憲 前田 直人 大塚 悟司 仮屋 健人

さかなか　けんた とう　よしゆき おか　じゅんや しんどう　ひかる

坂中 賢太 藤 慶行 岡 純矢 進藤 輝

(トヨタ自動車九州) (ばってんクラブ･福岡県警察) (ＳＴＡＹ ＧＯＬＤ) (西日本シティ銀行)

ごとう　ゆういちろう とよだ　しょうじ まんだ　しょうた ながの　まさや

五島 雄一郎 豊田 翔司 萬田 翔太 永野 雅也

まつお　じゅんじ うちごし　たつや あさの　だいき やまもと　りょう

松尾 純次 打越 達也 浅野 大樹 山本 良

(Ｂｅａｔ Ｒａｌｌｙ) (北九州市役所･京都クラブ) (アリヨシスポ－ツ･シャトルハウス) (羽遊人)

のざき　つとむ たかだ　えいし ながやま　よしたか あおやま　やすひろ

野﨑 勉 高田 英志 永山 宜孝 青山 康寛

みね　ひろし ゆうき　りょうじ こが　まさふみ しばい　こうすけ

峰 浩志 結城 亮二 古賀 昌文 芝井 厚介

(サタナイ･バドグラフィティ) (西部電気工業･バドグラフィティ) (ＮＳＳクラブ) (翔乱クラブ)

きくち　ようへい よしたけ　ゆうじ ふくだ　としひろ なかもり　しげお

菊地 洋平 吉武 祐二 福田 稔宏 中森 茂雄

ひむら　かずよし みやもと　まこと にしおか　だいすけ すえつぐ　つかさ

日村 一義 宮本 誠 西岡 大介 末次 司

(Ｂｅ－Ｆｒｅｅｚ･セピア) (セピア･チームアンバランス) (日本製鉄八幡･西部ガス) (セピア)
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男子一般単

男子３０単

男子３５単

男子４０単

男子４５単

男子５０単

男子５５単

男子６０単

男子６５単

男子７０単

男子一般複

男子３０複

男子３５複

男子４０複



そんで　よん みずみ　としふみ なかむら　のぞみ こんどう　としひこ

宋泰 迎 水見 俊文 中村 望 近藤 勇彦

しかた　まなぶ おおた　みきと あおき　ひろあき うちこば　ゆたか

四方 学 太田 幹人 青木 弘明 内木場 裕

(粕屋東中学校･中津クラブ) (カッキンズクラブ･スマッシュクラブ) (田村クラブ･福岡市役所) (西紫原クラブ)

なかむら　まさみ たにがわ　としゆき はたの　かつや どうやま　たけし

中村 正巳 谷川 俊幸 波多野 勝哉 堂山 武

むくもと　ひろゆき のなか　ひろのぶ ふるた　けんじ いとう　ひろし

椋本 浩行 野中 宏修 古田 謙二 伊藤 博史

(西日本シティ銀行･西部ガス) (老司クラブ･九州大学) (日本製鉄八幡) (北九州市役所･シャトルフレンズ)

さだ　あきら こみや　たかよし きむら　よしふみ たぐち　かずひこ

佐田 聡 小宮 孝吉 木村 義文 田口 和彦

たけのうち　まさと たかお　とおる あだち　たかお さかもと　ひでき

竹之内 正人 高尾 孔 足立 隆雄 坂本 秀樹

(西日本シティ銀行･小郡市民クラブ) (大牟田クラブ･しゃとるクラブ) (スマッシュクラブ) (鹿町ＴＦクラブ)

おだ　あきひこ うしじま　ひでお おおつか　もりまさ

小田 昭彦 牛島 日出夫 大塚 守正

かとう　まこと いちき　よしあき やまなか　しょうじ

加藤 信 一木 善明 山中 章司

(柏原クラブ･老司クラブ) (金丸クラブ･内浜クラブ) (どんぐりクラブ)

よしだ　てつお かなさか　としひこ なかたに　まさあき

吉田 哲雄 金坂 俊彦 中谷 正昭

にしむら　ゆうじ たけまつ　ただし はしさこ　ふみお

西村 勇二 武松 正 橋迫 文雄

(ヴィンテージ福岡･福智高校) (あどばんす･柳川中央クラブ) (百道クラブ･ミントンクラブ)

かわもと　あきら まつばら　ひろあき

川本 諟 松原 浩章

にしやま　めいぞう おおば　たけし

西山 明三 大庭 武志

(どんぐりクラブ) (ヴィンテージ福岡･百道クラブ)

いのうえ　あさみ どうやま　みう まつお　みかこ たくしま　あやこ

井上 亜沙美 堂山 美羽 松尾 未加子 宅島 あや子

くどう　ひなこ なかむら　まりこ はら　ともみ なかはら　ゆか

工藤 ひな子 中村 茉里子 原 智美 中原 優香

(西日本シティ銀行) (セピア･一般) (ＳＴＡＹ ＧＯＬＤ･ＦＣＣ) (くまモンズ)

とりやべ　えみ まつお　あさひ ささぶち　あさみ

鳥谷部 恵美 松尾 旭 笹渕 麻美

みずしの　けいこ こまつ　えみ ひがき　かなこ

水篠 慶子 小松 詠美 桧垣 佳那子

(ＢｅａｔＲａｌｌｙ･バドグラフィティ) (クリアレディース･Ｂｅ－Ｆｒｅｅｚ) (老司クラブ･スーパーショット)

きたじま　ふみ おおくぼ　ゆか かわむら　はるな

北島 文 大久保 悠華 川村 春奈

やまざき　えみ たるみ　ひろみ むらさと　ひろこ

山崎 三愛 樽見 裕美 村里 弘子

(ＦＣＣ) (城西ウェンズデイ･バドグラフィティ) (クラブわん！･大分県)

たむら　ふじみ そのうえ　みき あずま　かなこ なかむら　あけみ

田村 富士美 園上 樹 東 加奈子 中村 明美

おおいし　ひとみ みぞかわ　ゆきこ なかこはら　ともこ たかやま　けいこ

大石 瞳 溝川 ゆきこ 中小原 知子 高山 景子

(フリ－･ＳＴＡＹ ＧＯＬＤ) (クリアレディース) (ピエロ･シャトルキング) (レディバ－ド)

男子４５複

男子５０複

男子５５複

男子６０複

男子６５複

男子７０複

女子一般複

女子３０複

女子３５複

女子４０複



ひがしはま　えみ なかもり　りょうこ こばやし　えみ ごとう　あきこ

東濱 恵美 中森 良子 小林 絵美 後藤 明子

こが　はるみ いわた　ようこ はらだ　さとみ にしもと　るみ

古賀 春美 岩田 陽子 原田 智美 西本 留美

(カレン･老司クラブ) (セピア･福間) (Ａ．Ａ･ＦＣＣ) (フリ－バ－ド･サ－ティ－ズ)

どうやま　きみこ みやせ　さとみ むらおか　かおり

堂山 貴美子 宮瀬 聡美 村岡 かおり

かわたに　あきこ くろうまる　るみこ とくまる　あやこ

川谷 明子 九郎丸 留美子 徳丸 綾子

(セピア･クリアレディース) (ＯＳＰ･あおぞら) (小郡市民クラブ･西国分クラブ)

ながまつ　りつこ やの　いちよう

永松 立子 矢野 一葉

うめだ　ますみ こが　ひとみ

梅田 眞澄 古賀 ひとみ

(下山門･ＦＣＣ) (遠賀 リバ－ス･クリアレディース)

ぐしけん　こうへい おおつか　さとし あさお　けいた まつもと　ひさお

具志堅 興平 大塚 悟司 浅尾 恵太 松本 久雄

いのうえ　あさみ おおつか　みきこ たくしま　あやこ どうやま　みう

井上 亜沙美 大塚 未季子 宅島 あや子 堂山 美羽

(トヨタ自動車九州･西日本シティ銀行) (ＳＴＡＹ ＧＯＬＤ･西日本シティ銀行) (ばってんクラブ･くまモンズ) (日本製鉄･セピア)

みね　ひろし ごとう　ゆういちろう うちごし　たつや ゆうき　りょうじ

峰 浩志 五島 雄一郎 打越 達也 結城 亮二

みずしの　けいこ まつお　みかこ うちごし　やよい たるの　ゆうき

水篠 慶子 松尾 未加子 打越 弥生 樽野 有希

(バドグラフィティ) (Ｂｅａｔ Ｒａｌｌｙ･ＳＴＡＹ ＧＯＬＤ) (京都クラブ) (バドグラフィティ･ＴＦＤ)

むらさと　だいすけ きたじま　あきら たかお　としかず なかもり　しげお

村里 大輔 北島 顕彰 高尾 年和 中森 茂雄

むらさと　ひろこ たかやま　けいこ そのうえ　みき きたじま　ふみ

村里 弘子 高山 景子 園上 樹 北島 文

(ＳＹＳＫＥＮ･大分県) (Ｂｅ－Ｆｒｅｅｚ･レディーバード) (わん･クリアレディース) (セピア･ＦＣＣ)

たかだ　えいし のざき　つとむ にしおか　だいすけ ながはま　しんや

高田 英志 野崎 勉 西岡 大介 長濱 信也

おおいし　ひとみ かわむら　はるな なかむら　あけみ みぞかわ　ゆきこ

大石 瞳 川村 春奈 中村 明美 溝川 ゆきこ

(西部電気工業･ステイゴールド) (サタナイ･クラブわん！) (西部ガス･レディバ－ド) (旭化成クラブ･クリアレディース)

うちこば ゆたか おくで　ひろみつ しもだ　いっせい たにぐち　やすひさ

内木場 裕 奥出 裕充 下田 一精 谷口 裕久

いけじり あきこ こばやし　えみ しもだ　たかこ ひらかわ　わか

池尻 昭子 小林 絵美 下田 貴子 平川 和佳

(西紫原クラブ･親和) (バドグラフィティ･ＡＡ) (水俣) (纏倶楽部)

はまだ　ひろあき どうやま　たけし むらおか　のぶひろ ふじえだ　てるや

浜田 洋彰 堂山 武 村岡 信広 藤枝 輝也

くろうまる　るみこ どうやま　きみこ むらおか　かおり とくまる　あやこ

九郎丸 留美子 堂山 貴美子 村岡 かおり 徳丸 綾子

(スーパーショット･あおぞら) (北九州市役所･セピア) (小郡市民クラブ) (金丸クラブ･西国分クラブ)

たけのうち　まさと おだ　あきひこ

竹之内 正人 小田 昭彦

かわたに　あきこ おだ　みちよ

川谷 明子 小田 三千代

(小郡市民クラブ･クリアレディース) (柏原クラブ)

女子４５複

女子５０複

混合複５０

混合複５５

女子６０複

混合複一般複

混合複３０

混合複３５

混合複４０

混合複４５


