
競技種目 優　勝 準優勝 ３　位

立山清敏（山鹿市） 小笠原亨（八代市） 山下敬一（益城町）

山下すみ子（益城町） 野林まゆみ（荒尾市） 楠田修（荒尾市）

後藤英廣（熊本市） 嶋田義治（熊本市） 北原時光（宇土市）

瀧岡治枝（熊本市） 金子君代（熊本市） 橘恵子（宇土市）

大潮八郎（玉名市）・坂本幹則（玉名市） 谷口誠矢（玉名市）・税所幹幸（益城町） 天神原義春（益城町）・岡本正樹（益城町）

池井聰（熊本市）・森富雄（熊本市） 荒井賢三（合志市）・原尾政輝（合志市） 中島昌雄（益城町）・恒成正吾（益城町）

川原裕子（和水町）・假水ひとみ（益城町） 東海林幸子（多良木町）・桑原和子（相良村） 丸山富子（相良村）・牛山和子（あさぎり町）

上田光二（八代市）・白石宅男（熊本市）

井元正人（菊陽町）・淋憲治（球磨村）

女子ダブルス 馬場和子（上天草市）・浦本啓子（上天草市） 渡邉夏子（八代市）・宮田照美（八代市）

男女混合ダブルス 舛本隆男（八代市）・山口輝美（山鹿市） 金森国夫（益城町）・清本郁子（宇城市）

男子ダブルス 高橋治男（熊本市）・山﨑桂介（熊本市） 植田正之（熊本市）・西浦博秀（熊本市）

女子ダブルス 徳田敦子（熊本市）・藤原あつ子（熊本市） 上田康子（熊本市）・荒木節子（熊本市）

男女混合ダブルス 中尾勝幸（熊本市）・藤原喜美子（熊本市） 宮本徳弘（熊本市）・宮本ちづる（熊本市）

坂本重敏（大津町）・清田悦男（益城町） 古荘勝弘（山鹿市）・小笠原敏雄（熊本市）

天草Ｇヤング（代表：西島英孝）

山中ドリーム（代表：上野伸之）

シニア城南（代表：相良幹雄）

Ｋ・Ｇ・Ｐ（代表：原口貞信）

ゲートボール 御船Ａ（代表：木村定徳） 大鞘（代表：福田寅彦） 益城寺中（代表：水口忠兵衛）

和仁Ａ（代表：福原文昭）

諏訪Ａ（代表：髙木陸一）

69歳以下の部 中原淳一（菊池市） 金澤俊吉（益城町） 原川智明（菊池市）

70歳以上の部 上野正勝（合志市） 坂口榮一（合志市） 濱口政勝（大津町）

69歳以下の部 増田誠志（熊本市） 上野式麿（熊本市） 河内山進（熊本市）

70歳以上の部 髙以良英雄（熊本市） 甲斐憲一（熊本市） 下田照子（熊本市）

ゴルフ

マリーゴールド（代表：小山剛正）

熊本市の部

Ａブロック
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テニス

下津田Ａ（代表：眞﨑至誠）

県男子Ａクラス

県女子Ａクラス

クラス別

ラージボー
ル卓球

天草本渡ＳＣ（代表：松下豊）

ＳＰ熊本（代表：永田仁）

女子ダブルス

熊本県の部

男子ダブルス

男子ダブルス70歳以上

Ｂクラス男子

熊本市の部

ペタンク

ソフトボール

熊本県の部

なごみＡ（代表：竹下精一）

Ｂクラス女子

男子ダブルス 竹野康裕（あさぎり町）・山崎隆一（多良木町） 正宗弘行（合志市）・田畑栄治（菊池市）

熊本県の部

ＡＳエンゼル古閑出（代表：谷岡末利）

熊本市の部

ソフトテニス

男子ダブルス70歳以上

熊本県の部
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谷田智昭（大津町） － －

田村勝春（西原村） 小松又男（氷川町） 上野安幸（長洲町）

秋吉栄美子（菊池市） － －

野口ミナ子（熊本市） 緒方陽子（熊本市） 谷口ミスエ（熊本市）

髙濱靖雄（合志市） 坂本健一郎（嘉島町） 中原広隆（菊池市）

田中勇三（熊本市） 鈴木鑛満（南関町） 甲斐道夫（熊本市）

平野明美（熊本市） 竹口悦子（八代市） 末永知子（熊本市）

佐藤イツ子（菊池市） － －

有江勝成（熊本市） 前田三千男（益城町） 末永茂朗（熊本市）

小山文孝（熊本市） 佐藤勝義（合志市） 大木通（熊本市）

小牧裕子（熊本市） － －

競技者なし 競技者なし 競技者なし

深水亮一（あさぎり町） 浅野昭信（菊池市） 梯伴則（多良木町）

奥田祥子（熊本市） 大塚敬子（大津町） 塚本弓子（玉名市）

70歳以上個人戦 今岡元道（人吉市） 森田精一（菊池市） 菊池弘徳（菊池市）

坂澤光司（益城町）

城本茂（菊陽町）

64歳以下個人戦 日髙享（宇城市） 松岡千利（菊池市） 坂本忠弘（菊池市）

70歳以上個人戦 本村壽朗（熊本市） 米倉紘一（熊本市） 宮坂賢一（熊本市）

65歳以上個人戦 恒松安丸（熊本市） 後藤孝文（熊本市）

西村孝光（御船町） 坂本征也（御船町） 桑本義光（熊本市）

吉里正昭（山鹿市） 坂井荘六（嘉島町） 山内道晴（山鹿市）

松下正明（天草市） 井国光（産山村） 嶋村宗廣（熊本市）

岩本清美（芦北町） 浪崎ヨシ子（芦北町） 野島勝利（天草市）

 5㎞ 70歳以上　男子

 5㎞ 70歳以上　女子

緒方栄一（菊池市）

 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

10㎞ 70歳未満　女子

10㎞ 70歳以上　女子

熊本県の部 65歳以上個人戦

10㎞ 70歳以上　男子

男子の部

 5㎞ 70歳未満　女子

グラウン
ド・ゴルフ

赤グループ

青グループ

黄グループ

女子の部

緑グループ

10㎞ 70歳未満　男子

大西英俊（玉名市）

健康マラソ
ン

熊本市の部

 3㎞ 70歳未満　男子

弓　道

剣　道
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大曲妙子（熊本市） 緒方代志江（合志市） 吉村伊智子（熊本市）

田河順子（菊陽町）・森山純子（熊本市） 吉村伊智子（熊本市）・大曲妙子（熊本市） 宮川契子（熊本市）・緒方代志江（合志市）

梅木川吉（熊本市） 村上悦子（山鹿市） 西村良子（大津町）

松下康惠（熊本市） 福井二三子（熊本市） 緒方敏子（宇城市）

梅田清子（氷川町） 渡邉眸（益城町） 武原京子（熊本市）

ひご乙女（監督：星子久典） こぶしの華（監督：梅田清子）

八代紳花（代表：上野敬子）

八代球友会（代表：久保田弘明）

インパルスＡ（代表：城下和子） インパルスＢ（代表：城下和子） 長嶺ＳＣ（代表：反後幸男）

サッカー 城まちＦＣ（代表：日永信夫） ランザ熊本シニアＦＣ（代表：平島三二） 熊本南オールスターズＦＣ（代表：重元弘二）

熊本県の部

熊本市の部

試合競技

団体戦

演技競技（2人1組）

個人戦：入門の部

個人戦：初級の部

チャーミィ（代表：嶽小原亮）ソフトバ
レーボール

個人戦：24式の部

Ｍ.Ｓ.Ｖ（代表：堀田和子）

太極拳

なぎなた



競技種目 優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞

ワルツ 小田晴二（阿蘇市）・井洋子（阿蘇市） 山岸重治（八代市）・片桐洋子（八代市） 宮村泰秀（御船町）・宮村のり子（御船町） 多田隈倫興（熊本市）・松浦美那子（玉名市）

タンゴ 小田晴二（阿蘇市）・井洋子（阿蘇市） 山岸重治（八代市）・片桐洋子（八代市） 宮村泰秀（御船町）・宮村のり子（御船町） 多田隈倫興（熊本市）・松浦美那子（玉名市）

チャチャチャ 山岸重治（八代市）・片桐洋子（八代市） 宮村泰秀（御船町）・宮村のり子（御船町）

ルンバ 山岸重治（八代市）・片桐洋子（八代市） 宮村泰秀（御船町）・宮村のり子（御船町）

ワルツ 下舞睦哉（熊本市）・秋根年子（熊本市） 富永志郎（熊本市）・富永光子（熊本市） 木村政臣（熊本市）・坂井和子（熊本市）

タンゴ 下舞睦哉（熊本市）・秋根年子（熊本市） 富永志郎（熊本市）・富永光子（熊本市） 木村政臣（熊本市）・坂井和子（熊本市）

チャチャチャ 下舞睦哉（熊本市）・秋根年子（熊本市） 木村政臣（熊本市）・坂井和子（熊本市）

ルンバ 下舞睦哉（熊本市）・秋根年子（熊本市） 木村政臣（熊本市）・坂井和子（熊本市）

クラス別

ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ

熊本市の部

熊本県の部
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