
競技種目 優　勝 準優勝 ３　位

岩下勝巳（玉名市） 上田正之（玉名郡） 福田啓二（水俣市）
立山清敏（山鹿市） 佐々木貞行（八代郡） 上田一男（合志市）
甲斐田　忠（荒尾市） 井上涼一（荒尾市） 竹田英次（八代市）
福山一清（人吉市） 大野豊治（人吉市） 河口　猛（熊本市）
野林まゆみ（荒尾市） 楠田　修（荒尾市） 井上美和子（荒尾市）
儀藤スミ子（合志市） 右田悦子（熊本市） 熊部祥子（熊本市）／堀川礼子（八代市）
開田康成（菊池市）／宮本幸晴（菊池市） 西川幸広（熊本市）／河野光秀（熊本市） ー

池井　聰（熊本市）／森　富雄（熊本市） 松村勝之（益城町）／奥永紘也（益城町） ー

奥田公子（熊本市）／蔵園みどり（熊本市） 藤村文子（玉名市）／松岡順子（玉名市） ー

男子ダブルス 沼田義雄（宇土市）／白石宅男（熊本市） 井元正人（菊陽町）／宮本　孝（山鹿市） 舛本隆男（八代市）／川井　満（八代市）

女子ダブルス 宮崎早苗（宇城市）／越川久美子（宇城市） 郡野靖子（八代市）／宮本由美子（八代市） 馬原和子（上天草市）／浦本哲子（上天草市）

男女混合ダブルス 古川明子（合志市）／鈴木智徳（大津町） 古田　隆（錦町）／清本郁子（宇城市） 本田博文（氷川町）／萩野千賀子（宇土市）

男子ダブルス 田代幸夫（熊本市）／坂上澄雄（熊本市） 植田政之（熊本市）／山崎桂介（熊本市） 園木定雄（熊本市）／田代佳行（熊本市）

女子ダブルス 本多貴代子（熊本市）／玉屋久美子（熊本市）

男女混合ダブルス 寺本　豊（熊本市）／徳田敦子（熊本市） 藤原あつこ（熊本市）／森　征四郎（熊本市）

安永寿夫（八代市）／緒方正昭（人吉市） 今富弘信（人吉市）／清田悦夫（益城町） 古荘勝弘（山鹿市）／宮田澄雄（八代市）
代陽シニア（代表：中西陽一）

ＳＣ山鹿（代表：有尾隆俊）

ＳＰ熊本（代表：白石敏夫）

グリーン城南（代表：中島庸一）

美里チーム（代表：福田卓美） 満島チーム（代表：伊藤信義） 八代トマト（代表：伊藤武康）

熊本東部（代表：坂田哲） 熊本北原（代表：北原一成） 熊本ファイブ（代表：中嶋利秋）

アバンセ和水（代表：吉永洋子）

なごみＡ（竹下精一）

ー ー ー

69歳以下の部 木村健一（玉名市） 村田隆夫（玉名市） 木場　裕（菊陽町）

70歳以上の部 大川駿介（菊池市） 甲斐　斉（八代市） 佐々木勝則（益城町）

69歳以下の部 吉野武司（熊本市） 西本龍一（熊本市） 野田きく子（熊本市）

70歳以上の部 村上一也（熊本市） 佐々木幸弘（熊本市） 黒川希與値（熊本市）
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ペタンク

テニス

ソフトテニス

和仁Ｅ（代表：嘉納松生）

男子Ａクラス（60～64歳）

男子Ｂクラス
女子Ａクラス

クラス別

ラージボール卓球

男子Ａクラス（65～69歳）
男子Ａクラス（70歳以上）

熊本県の部

男子ダブルス70歳以上

山中ドリーム（代表：上野伸之）

龍田クラブ（代表：野口幹雄）

熊本県の部

和仁Ａ（代表：穴見　巧）

熊本市の部

女子Ｂクラス

男子ダブルス

男子ダブルス70歳以上

女子ダブルス

熊本県の部

熊本市の部

Ａブロック

熊本県の部

熊本市の部

長洲シニア（代表：北原貢二）

Ｋ・Ｓクラブ（代表：高木政明）

ソフトボール

ゲートボール

熊本市の部

ゴルフ

Ｂブロック
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浜崎明彦（球磨郡相良村） 宮本敏久（合志市） 山本義文（熊本市）

村山　巧（熊本市） 高本節雄（大津町） 坂口春巳（熊本市）

ー ー ー

野口ミナ子（熊本市） 山﨑誠子（熊本市） 紫垣貴美子（熊本市）

佐藤勝義（合志市） 大城淳一（熊本市） 坂本健一郎（嘉島町）

田村勝春（西原村） 甲斐道夫（益城町） 高塩生也（熊本市）

石田千鶴子（球磨郡多良木町） ー ー

紫垣祐子（熊本市） ー ー

高橋礼子（八代市） 吉川紀世子（八代市） ー

坂本健次（甲佐町） 大村　勝（熊本市） 中嶋　修（人吉市）

鈴木鑛満（南関町） 花田敬三（熊本市） 稲富敏明（益城町）

瀬々井ハル子（熊本市） 谷口ミスエ（熊本市） ー

中野順子（大津町） ー ー

佐藤イツ子（菊池市） ー ー

藤永哲郎（熊本市） 渡辺敏郎（熊本市） 谷口弘人（阿蘇市）

塚本弓子（玉名市） 石井久美（熊本市） 安村身千代（玉名市）

甲斐憲俊（上益城郡） 清田信照（熊本市） 大塚美樹子（菊池市）

福永　正（熊本市） 堀川カオル（熊本市） 渡辺昭一（熊本市）

本村壽朗（熊本市）

宮坂賢一（熊本市）

森　憲信（山鹿市）
並河和彦（熊本市）
恒松安丸（熊本市）
石丸隆久（阿蘇市）

髙山　寛（和水町） 髙木正二（菊鹿町） 木村正美（益城町）

本山洋子（芦北町） 山道力成（荒尾市） 渡辺春利（山鹿市）

畑中勝士（宇土市） 武森　清（龍ヶ岳） 宮川修一（八代市）

城本サダエ（菊陽町） 瓜山幸代（西原村） 大川征男（益城町）

坂本康彦（水俣市） 野口千鶴代（益城町） 森川英教（植木町）

竹原秋吉（阿蘇市） 永田豊美（益城町） 山内義一（阿蘇市）

大曲妙子（熊本市） 林　孝子（熊本市） 緒方代志江（合志市）

森山純子（熊本市）／田河順子（菊陽町） 林　孝子（熊本市）／宮川契子（熊本市） 緒方代志江（合志市）／小島ユリ子（合志市）

鶴田景子（天草市） 福田文枝（菊陽町） 佐藤友子（熊本市）

緒方光子（宇城市） 西よし子（熊本市） 山内敏弘（熊本市）

有働真澄（山鹿市） 渡邉　眸（益城町） 貝嶋澄子　（熊本市）
ー ー ー

黄’グループ

試合競技

赤’グループ

青’グループ

10㎞ 70歳未満　女子

10㎞ 70歳以上　女子

男子の部

女子の部

Ａクラスの部

70歳以上個人戦

65歳以上個人戦

64歳以下個人戦

10㎞ オープン参加　女子

Ｂクラスの部

演技競技（2人1組）

個人戦：入門の部

個人戦：初級の部

個人戦：24式の部
敢闘賞：24式(90歳)の部

 5㎞ 70歳以上　男子

 5㎞ 70歳以上　女子

 5㎞ 70歳未満　女子

10㎞ 70歳未満　男子

10㎞ 70歳以上　男子

 5㎞ オープン参加　女子

 3㎞ 70歳未満　男子

 3㎞ 70歳以上　男子

 3㎞ 70歳未満　女子

 3㎞ 70歳以上　女子

 5㎞ 70歳未満　男子

健康マラソン

なぎなた

弓　道

剣　道

太極拳

グラウンド・ゴルフ

赤グループ

青グループ

黄グループ

泉眞喜夫（天草市）

渡辺英生（熊本市）

福永浩平（山鹿市） 米倉紘一（熊本市）

古庄久男（熊本市）

加來三津雄（熊本市）
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不知火（代表：勝間田巳喜生） 湯の里　山鹿（代表：隈部良子） さくら（代表：吉田敏子）

うとスポーツクラブ（代表：前田孝子）

大矢野ファミリー（代表：池田　昇）

インパルス（代表：城下和子） 長嶺ＳＣ（代表：永野　晃） 舞鶴（代表：福島和夫）

サッカー ランザ熊本シニアＦＣ（代表：平島三二） 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ（代表：鶴川久男） 熊本南ｵｰﾙｽﾀｰｽﾞＦＣ（代表：小野博隆）

県代表戦（ルンバ） 赤星大輔（熊本市）／平川妙子（熊本市） 冨岡裕文（山鹿市）／松永昌子（熊本市） 一森充男（山鹿市）／一森ますみ（山鹿市）

県代表戦（ﾁｬﾁｬﾁｬ） 赤星大輔（熊本市）／平川妙子（熊本市） 冨岡裕文（山鹿市）／松永昌子（熊本市） 山岸重治（八代市）／山田敏子（八代市）

県代表戦（ワルツ） 一森充男（山鹿市）／一森ますみ（山鹿市） 赤星大輔（熊本市）／平川妙子（熊本市） 冨岡裕文（山鹿市）／松永昌子（熊本市）

県代表戦（タンゴ） 一森充男（山鹿市）／一森ますみ（山鹿市） 赤星大輔（熊本市）／平川妙子（熊本市） 冨岡裕文（山鹿市）／松永昌子（熊本市）

大津英治（合志市）／原ノ園美枝子（熊本市） 井上幸雄（熊本市）／鎌倉秋江（玉名市） 北口長廣（山鹿市）／中村香澄（山鹿市）

大津英治（合志市）／原ノ園美枝子（熊本市） 井上幸雄（熊本市）／鎌倉秋江（玉名市） 北口長廣（山鹿市）／中村香澄（山鹿市）

大津英治（合志市）／原ノ園美枝子（熊本市） 北口長廣（山鹿市）／中村香澄（山鹿市） 井上幸雄（熊本市）／鎌倉秋江（玉名市）

大津英治（合志市）／原ノ園美枝子（熊本市） 井上幸雄（熊本市）／鎌倉秋江（玉名市） 福田健二（荒尾市）／栗原マサエ（荒尾市）

団体戦

チャーミィ（代表：春崎ちなみ）八代紳花（代表：赤山健二）

太極拳

ダンススポーツ

ねんり
んピッ
ク

熊本県
代表戦

ソフトバレーボール
熊本県の部

熊本市の部

ﾛｲﾔﾙｼﾆｱ戦（ルンバ)

ﾛｲﾔﾙｼﾆｱ戦（ﾁｬﾁｬﾁｬ)

ﾛｲﾔﾙｼﾆｱ戦（ワルツ）

ﾛｲﾔﾙｼﾆｱ戦（タンゴ）


