
Ａ組 Ｂ組

有馬

松下

有馬

松下

有馬 竹内

菅 原田

中島 堀江

安藤 内田

原田 松田

竹内 花田

有馬 当山

松元 松瀬

菅 辻

中村 松本

菅 平塚

深松 根城

吉富 矢野

原田 岡田

大津山 曽我

徳丸 高瀬

田中 大庭

前田 江島

板家 小林

大蔵 津田

竹末 有馬

大蔵 吉利

竹内 秋武

林 秋武

1969.6.8

10

一般

12

3 別府 1967.11.17

2 門司 1967.6.11

1 福岡 1966.10.9

6 久留米

11 鹿児島 1971.11.21

7 熊本 1969.10.17

8 門司 1970.6.7

大牟田

1970.10.25

宮崎 1973.11.18

13 佐賀 1972.11.19

下関 1973.5.20

福岡 1962.5.21

14

15

4 大牟田 1968.5.26

5 長崎 1968.11.17

紅白戦のみ1971.6.13

9 福岡



超壮年

65以上A Ａ組 Ｂ組 ｵｰﾌﾟﾝA ｵｰﾌﾟﾝB

平井 中島 勝田

佐伯 秋武 伴

和田 中川 吉岡

松下 垣内 梶原

井島 前田 神田

花田 竹内 清田

当山 中川 東

当山 柳下 神田

中島 内田 大串

井島 福井 高田

竹末 福井 田代

池田 大蔵 中川原

中島 福井 尾崎 湯田

太田 秋武 加来 深水

中島 深水 中村 湯田

吉田 深水 中村 宮崎

竹末 当山 永井 深水

太田 有馬 鶴 深水

中島 当山 時政 西村 東

花田 中村 並川 菊池 神田

時政 当山 緒方 湯田 伊藤

吉田 当山 永沼 吉村 松永

板家 有馬 野見山 池井 日高

竹末 中村 浜田 桃崎 樋口

和田 林 緒方 池井 庄司

当山 竹内 緒方 垣内 馬場

松下 秋武 鶴 板家 時政

松瀬 中島 佐本 板家 栗田

中島 福井 緒方 湯田 小宮

吉田 秋武 緒方 梅林 中村

17 大分 1974.12.15

20 那覇 1976.1.2

19 長崎 1975.11.23

28 久留米 1979.9.15

22 熊本 1976.11.14

21 久留米 1976.5.9

25 福岡

23 下関 1977.5.29

1980.11.3030 宮崎

一般

1975.6.818 大牟田

16 熊本 1974.5.26

29 福岡 1980.5.11

1978.5.21

27 北九州 1979.5.13

26 鹿児島 1978.11.26

24 佐賀 1977.8.28

壮年



寿組

70以上 65以上A 65以上B 55以上A 55以上B 45以上A 45以上B ｵｰﾌﾟﾝA ｵｰﾌﾟﾝB

井島 前田 劉 板家 三谷

植田 原田 大串 赤川 有馬

当山 有馬 相良 湯田 小串

名嘉 板家 横光 宇根 杉

吉田 当山 立花 秋武 杉 深水 湯浅

松瀬 植田 高橋 東 浦本 平田 津川

竹末 当山 秋武 尾田 三谷 那須

花田 当山 中島 入部 神田 黒川

松下 有馬 池田 神田 豊増 安藤

松瀬 行徳 富田 宮本 板家 河村

当山 松下 富田 田上 梅原 都田

松瀬 有馬 前田 田中 赤川 都田

井島 池田 長沢 深水 小林 池田 菊池 一ノ瀬

松下 前田 原田 緒方 梅原 大原 黒田 江口

松下 当山 秋武 成田 池井 杉田

小林 伴 横光 成田 垣内 岩城

松下 前田 有馬 林 板家 広本

増田 松田 入部 小田 板家 佐長

井島 有馬 小林 田畑 根井 都田

吉田 林 富田 河田 中越 湯浅

井島 橋本 池田 山田 板家 斉藤

当山 板家 富田 日高 豊増 安藤

松下 有馬 深見 根城 二口 野田

井島 松田 深見 根城 東野 山野

中島 林 尾中 斉藤 二口 林

花田 前田 黒川 森本 池井 東

吉田 植田 冨田 榊原 垣内 境

板家 前田 小須賀 榊原 二口 沖村

池田 有馬 秋武 平塚 赤川 高橋 二口 楢崎

板家 中川 東 根城 梅原 日隈 深水 近藤
45 久留米 1988.5.22

超壮年 高壮年(壮年) 壮年(準壮年) 一般

43 徳山 1987.5.10

44 佐賀 1987.11.28

1979.5.17

42 霧島 1986.11.16

34 大分 1982.11.21

33 山口 1972.5.16

32

31 飯塚

39 北九州 1985.6.2

春日 1983.5.1535

38 熊本 1984.11.18

36 長崎 1983.11.20

37 久留米 1984.5.27

40

41

福岡 1985.10.27

飯塚 1986.5.11

那覇 1981.11.29



寿組

70以上 65以上A 65以上B 55以上A 55以上B 45以上A 45以上B ｵｰﾌﾟﾝA ｵｰﾌﾟﾝB

井島 有馬 入部 江崎 湯田 波多江

板家 近間 深水 江崎 宮崎 堂園

池田 前田 林 梅原 前田 東 古賀

花田 松田 中川 根井 岡崎 吉村 星野

有馬 秋武 稲富 友岡 安部 嘉敷 兼城

松田 中島 友利 当山 安部 当山 川平

有馬 中川 小林 坂口 安西 兼行

林 江島 赤川 荘 衛藤 前野

井島 福井 秋武 出口 黒川 増永 吉村 村上

花田 内田 江島 出口 赤川 遠山 垣内 吉田

壮年 一般

59 1995春

55

1994秋

51

52

53

54

1991春

長崎 1991秋

1992秋熊本

1993秋

60 佐賀 1995秋

56 福岡

57 1994春

58 鹿児島

49 大牟田 1990.5.27

50 大分 1990.11.25

46 宮崎 1988.11.27

47 福岡 1989.5.21

寿と合併

48 那覇 1989.11.15

1993春

1992春

超壮年 高壮年



慶組 寿組

77以上 70以上Ａ 65以上A 65以上B 55以上A 55以上B 45以上A 45以上B ｵｰﾌﾟﾝA ｵｰﾌﾟﾝB

松田 正次 福井 恭一 八田 喜弘 江崎 泰明 湯田 敏行 勝本 富士夫 深水 良 原田 直樹 合馬 晶子

前田 宗俊 秋武 強 富田 春英 江崎 洋子 宮崎 俊明 勝本 由美子 深水 圭 福田 隆治 成田 絹枝

有馬 哲三 原田 恒喜 大蔵 文治 梅原 美枝子 深水 良 志方 建 浦上 泰英 遠山 紘一 藤西 明子

園本 厚 秋武 強 東 泰宏 赤尾 真由美 隈 博政 藤井 一朗 浅野 茂利 遠山 冴子 田中 玲子

福井 恭一 秋武 強 池田 雄祐 出口 忠澄 宮永 省三 佐藤 英輔 太田 守雄 長田 紀勝 涌田 加代子

中山 靖佐 野瀬 橘子 富田 春英 出口 勝子 菊池 宏樹 中島 弘子 宮城 淳 仲里 政泰 赤尾 真由美

内田 良蔵 宮崎 重武 八田 喜弘 片岡 宏一郎 二口 稔 佐藤 英輔 宇野 慎一 赤尾 真由美

板家 茂樹 尾中 良久 中田 肇 片岡 恭子 塚原 正人 菅 政和 木戸 利成 木戸 博子

梶原 保 秋武 強 八田 喜弘 都田 梅司 石田 史郎 立川 啓二 吉田 享司 武田 章 藤西 明子

横山 三男 尾中 良久 角田 和之 都田 徳子 古賀 政隆 宮 千恵子 栗山 和文 勝本 富士夫 勝本 由美子

旦部 正規 富田 春英 平塚 万富 河村 芳高 片岡 宏一郎 緒方 周 前原 史明 豊永 優子

原田 恒喜 黒川 健甫 秋武 強 梅原 豊治 片岡 恭子 黒田 雄志 前原 伸一郎 富嶋 かよ子

原田 恒喜 秋武 強 富田 春英 安部 龍太郎 嬉野 二郎 佐藤 英輔 江崎 洋子

梶原 保 内田 良蔵 角田 和之 安部 順子 嬉野 美智子 朝長 眞一郎 都田 徳子

秋武 強 河田 藤治 赤川 悦夫 末次 基洋 太原 博史 涌田 幸雄 石田 史郎 江島 準一 梅原 美枝子

久米 只彦 池田 雄祐 梅原 豊治 末次 由紀 宮崎 俊明 森田 理生 古賀 政隆 永井 孝明 赤尾 真由美

秋武 強 佐々木 春彦 入部 兼一郎 遠山 紘一 板家 守夫 赤星 一信 緒方 周 有馬 純一 緒方 麻美子

原田 恒喜 高城 節守 大蔵 文治 遠山 冴子 石田 史郎 西川 博 深水 良 荒木 邦生 末田 佳子

秋武 強 久能 恒子 大蔵 文治 津川 信 矢住 孝昭 宇野 慎一 深水 良 勝本 由美子

横山 三男 池田 雄祐 八田 喜弘 青山 雄三 緒方 周 木戸 利成 緒方 一朗 田中 玲子

内田 良蔵 尾中 良久 赤川 悦夫 成田 征四郎 牛島 正博 田中 晃 勝本 由美子

梶原 保 秋武 強 小林 詢也 合馬 晶子 板家 守夫 田中 玲子 濱村 恭子

内田 良蔵 仁保 善之 小林 詢也 赤川 悦夫 涌田 幸雄 小串 節子

秋武 強 入部 兼一郎 富田 春英 二口 稔 中村　彰治 合馬 晶子

久能 恒子 池田 雄祐 庄司 紘史 片岡宏一郎 石田 史郎 小串 俊雄 二口 稔 末永 久美子

梶原 保 入部 兼一郎 八田 喜弘 片岡 恭子 古賀 正隆 小串 節子 緒方 一朗 北國 たか子

秋武 強 東 泰宏 小林 詢弥 末次 基洋 河村 芳高 妹尾 俊和 鷺山 和幸 木戸 利成 森田 ｴﾘｻﾞ

野瀬 橘子 池田 雄祐 梅原 豊治 末次 由紀 二口 稔 橋本 雅晴 緒方 周 工藤 明敏 涌田 加代子

72 北九州 2001秋

1997春

65 山口 1998春

68 長崎 1999秋

67 飯塚 1999春

61 1996春

女子ｵｰﾌﾟﾝB

園本 厚

福井 恭一

福井 恭一

福井 恭一

福井 恭一

福井 恭一

福井 恭一

一般壮年高壮年超壮年
ﾐｯｸｽ 女子ｵｰﾌﾟﾝA

69 福岡 2000春

62 宮崎 1996秋

64 那覇 1997秋

66 大分 1998秋

63 北九州

73 下関 2002春

74 鹿児島 2002.11.17

75 福岡 2003.5.25

71 福岡 2001春

70 熊本 2000秋

https://www.k-mta.com/wp-content/uploads/2016/10/0368f409541401ebf7455d1b0e54b805.pdf
https://www.k-mta.com/wp-content/uploads/2016/10/9e72288cc58e133b99fb41a1b3be17f1.pdf
https://www.k-mta.com/wp-content/uploads/2016/10/0368f409541401ebf7455d1b0e54b805.pdf
https://www.k-mta.com/wp-content/uploads/2016/10/9e72288cc58e133b99fb41a1b3be17f1.pdf


慶組 寿組

77以上 70以上Ａ 65以上A 65以上B 55以上A 55以上B 45以上A 45以上B ｵｰﾌﾟﾝA ｵｰﾌﾟﾝB

秋武 強 入部 兼一郎 大蔵 文治 森山 幹夫 二口 稔 鈴木 俊 深水 良 神田 亨 加藤 まり子

深水 幹子 富田 春英 角田 和之 末次 基洋 鷺山 和幸 藤山 哲男 緒方 周 佐藤 史郎 福永 市子

黒川 健甫 塩鮑 徳行 都田 梅司 兼行 俊司 木戸 利成 森田 ｴﾘｻﾞ

梅原 美枝子 板家 守夫 都田 徳子 北城 文男 工藤 明敏 木戸 博子

秋武 強 隅 清賢 富田 春英 妹尾 俊和 宮永 省三 大山 秀 緒方 一郎 高岡 俊夫 永本 花那

内田 良蔵 芝 良祐 小林 詢弥 妹尾 節子 山下 秀一 大山 智子 浅野 光一 福永 秀哲 福永 市子

尾中 和久 富田 春英 古賀 敏治 板家 守夫 椎 裕章 矢住 孝昭 合馬 晶子 掛田 伸吾 小串 節子

秋武 強 黒川 健甫 古賀 寿美枝 鷺山 和幸 石束 隆男 隈 博政 田中 玲子 大蔵 謙治 角田 久美恵

池田 雄祐 角田 和之 隅 清賢 都田 梅司 玉城修

深水 幹子 八田 喜弘 児玉 実志 都田 徳子 ｳﾞｧｰﾝ ﾃﾞﾛｰ

内田 良蔵 池田 雄祐 瀬尾 洋介 深水 良 森 頼隆 佐藤 史郎 田崎 宏介 梅原 美枝子

寺岡 敬子 合馬 晶子 真柴 温一 塩鮑 徳行 朝長 眞一郎 松永 尚治 福井 佳彦 涌田 加代子

角田 和之 片岡 宏一郎 深水 良 臣永 秀二 堂園 光一郎 能勢 裕久 加藤 まり子

八田 喜弘 片岡 恭子 鷺山 和幸 臣永 啓子 鴨川 泰之 寺崎 寛人 福永 市子

76 佐賀 2003秋

2010秋

熊本

福岡

鹿児島

2009秋

2010春

秋武 強

超壮年 高壮年 壮年 一般
ﾐｯｸｽ 女子ｵｰﾌﾟﾝA女子ｵｰﾌﾟﾝB

秋武 強梶原 保

沖縄 2005.11.20

福井 恭一

79 北九州 2005.4.3 内田 良蔵

梶原 保

80

81 2006春

77 山口 2004.5.23

78 宮崎 2004.10.31

88

82 大分 2006.11.19

2007春

長崎 2007秋

83

84

85

86

87

89

90

2008春

2008秋

2009春

https://www.k-mta.com/wp-content/uploads/2016/10/7be04f92af27f81e639e3fb7fb2b3394.pdf
https://www.k-mta.com/wp-content/uploads/2016/10/e1a6304a339c2f1387b492df4da7e9ff.pdf
https://www.k-mta.com/wp-content/uploads/2016/10/c1a8ada3802b5b4a75d8d62597682023.pdf
https://www.k-mta.com/wp-content/uploads/2016/10/f5c9da873d38b93583f19edfd982f25b.pdf
https://www.k-mta.com/wp-content/uploads/2016/10/a1b309c211d02feb0955fc27c04273b1.pdf
https://www.k-mta.com/wp-content/uploads/2016/10/f5c9da873d38b93583f19edfd982f25b.pdf
https://www.k-mta.com/wp-content/uploads/2016/10/c1a8ada3802b5b4a75d8d62597682023.pdf
https://www.k-mta.com/wp-content/uploads/2016/10/7be04f92af27f81e639e3fb7fb2b3394.pdf
https://www.k-mta.com/wp-content/uploads/2016/10/e1a6304a339c2f1387b492df4da7e9ff.pdf
https://www.k-mta.com/wp-content/uploads/2016/10/a1b309c211d02feb0955fc27c04273b1.pdf


慶組 寿組

77以上 70以上Ａ 65以上A 65以上B 55以上A 55以上B 45以上A 45以上B ｵｰﾌﾟﾝA ｵｰﾌﾟﾝB

秋武 強 池田 雄祐 梅原 豊治 片岡 宏一郎 板家 守夫 天野 奈麻子 竹本 均 塩鮑 徳行 臣永 秀二 小串 節子

高城 節守 入部 兼一郎 古谷 晴茂 片岡 恭子 隈 博政 徳井 教孝 矢住 孝昭 籠田 仁樹 臣永 啓子 角田 久美恵

秋武 強 神田 亨 庄司 紘史 板家 守夫 林 隆一 松浦 隆志 緒方 一郎 福永 市子

高城 節守 植田 英彦 北城 青子 深水 良 岩重 聡子 岩重 浩一 宮中 敬 永本 香奈

75歳以上 八田 喜弘 北城 文男 緒方 周 湧田 幸雄 籠田 仁樹 北川 博之 魚住 友信 岩重 聡子

池田 雄祐 富永 浩平 北城 青子 鷺山 和幸 森田 理生 梅林 雄介 横山 達智 松本 奏吉 籠田 雅絵

75歳以上 池田 雄祐 児玉 実志 宮永 省三 臣永 秀二 徳丸 潤 金田 和豊 稲田 陵子

入部 兼一郎 富田 春英 片岡 宏一郎 北村 和雄 重松 明博 前田 啓一 杉田 新 高木 多真美

清水 正賀 深水 良 古賀 昭次 竹本 均 緒方 一朗 西川 真由美

富永 浩平 隈 博政 春田 泰仲 柳田 晴久 末田 順 福永 市子

富田 春英 ※都田 梅司 隈 博政 田崎 宏介 長井 健祐 小濱 寛也 福井 チナミ

杉 東明 ※都田 徳子 岩重 浩一 福井 佳彦 藤野 浩 高岡 俊夫 入江 聴五郎

梅原 豊治 隈 博政 小野 薫 北川 博之 木戸 博子

福山 勝 板家 守夫 前田 一彦 横山 達智 緒方 里恵

出口 忠澄 富田 春英 隈 博政 森田 理生 高原 和秀 権藤 泉 坂東 登志雄 涌谷 眞 末永 智 権藤 和巳

出口 勝子 角田 和之 鷺山 和幸 湧田 幸雄 高原 麻由美 神谷 直昭 藤島 英典 高岡 俊夫 前田 一彦 神谷 美樹

75歳以上 都田 梅司 板家 守夫 石束 隆男 末田 順 緒方 周 松下 太 岩重 聡子

入部 兼一郎 富永 浩平 牛島 正博 狩野 律 藤野 浩 緒方 里恵 浅野 茂利 籠田 雅絵

隈 博政 松下 太

板家 守夫 浅野 茂利

高田 憲司 松岡 秀隆 宮中 敬 今村 隆二 佐藤 英輔 籠田 仁樹 入江 典子 甲斐 法子

赤星 一信 堀川 瑞穂 園田 幸生 林 奏吉 佐藤 幸治 籠田 雅絵 永本 香奈 八浪 真由美

塩飽 徳行 鷺山 和幸 兼行 秀司 堀川 瑞穂 清森 亮裕 柏田 世津子

富永 浩平 隈 博政 西井 章裕 松岡 秀隆 藤井 裕也 成松 紀子 

片岡 宏一朗 板家 守夫 松島 俊夫 緒方 周 竹野 由紀子 松下 太 都田 憲司 前原 伸一郎 羽出山万祐美

塩飽 徳行 隈 博政 安波 洋一 岩重 浩一 森 ゆみ 浅野 茂利 兼城 英輔 前原 史郎 河原 智恵

富永 浩平 松浦隆志 大塚 みどり 西井 章裕 青木 康明 松下 太 松永 尚治 福永市子

赤川 悦夫 板家守夫 太原 博史 浅野 茂利 菅野 慎一 太神 尚士 赤川 誠 末永 久美子

富田 春英

角田 和之

女子ｵｰﾌﾟﾝB

100 長崎 2015秋

55以上A
と合併

55以上A
と合併

55以上B
と合併

55以上B
と合併

富田 春英

高城 節守

45以上Aと
合併

超壮年 高壮年 壮年 一般

91

92

93

94

95

96

97

大分 2014秋

55以上A
と合併

※70以上B

ﾐｯｸｽ 女子ｵｰﾌﾟﾝA

福岡 2016春

99 北九州 2015.4.26

98

北九州 2011春

佐賀

宮崎 2012秋

久留米 2013春

沖縄 2013秋

山口 2014春

2012春

102 熊本 2016.11.20

103 久留米 2017.5.28

2011秋

福岡

101

105 下関 2018.4.29 角田 和之

104 福岡 2017.10.29

https://www.k-mta.com/wp-content/uploads/2017/04/9eb4d145719d6c917c7480c981f10a78.pdf
https://www.k-mta.com/%e7%b5%90%e6%9e%9c%e7%99%ba%e8%a1%a8%ef%bd%9e%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e5%8c%bb%e5%b8%ab%e4%bc%9a%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e4%bc%9a%e8%a8%98%e5%bf%b5%e3%83%86%e3%83%8b%e3%82%b9%e5%a4%a7%e4%bc%9a%ef%bc%88%e7%86%8a/
https://www.k-mta.com/wp-content/uploads/2017/06/33caa4e3db57287cfd6134968a845273.pdf
https://www.k-mta.com/wp-content/uploads/2017/10/7444a25cb9f8bce77859af485b38e7e7.pdf
https://www.k-mta.com/report/105%e5%9b%9e%e4%b8%8b%e9%96%a2%e5%a4%a7%e4%bc%9a/
https://www.k-mta.com/wp-content/uploads/2017/04/9eb4d145719d6c917c7480c981f10a78.pdf
https://www.k-mta.com/%e7%b5%90%e6%9e%9c%e7%99%ba%e8%a1%a8%ef%bd%9e%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e5%8c%bb%e5%b8%ab%e4%bc%9a%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e4%bc%9a%e8%a8%98%e5%bf%b5%e3%83%86%e3%83%8b%e3%82%b9%e5%a4%a7%e4%bc%9a%ef%bc%88%e7%86%8a/
https://www.k-mta.com/wp-content/uploads/2017/06/33caa4e3db57287cfd6134968a845273.pdf
https://www.k-mta.com/report/105%e5%9b%9e%e4%b8%8b%e9%96%a2%e5%a4%a7%e4%bc%9a/
https://www.k-mta.com/wp-content/uploads/2017/10/7444a25cb9f8bce77859af485b38e7e7.pdf


慶組 寿組

77以上 70以上Ａ 65以上A 65以上B 55以上A 55以上B 45以上A 45以上B ｵｰﾌﾟﾝA ｵｰﾌﾟﾝB

深水　良 宮永 省三 髙山 修二 前之園健太 末永久美子

梅林雄介 村永 実幸 髙山 信子 牟田　實 谷岡ゆかり

古谷晴茂 板家守夫 松岡秀隆 松下太 恩田純 谷岡ゆかり

福山勝 塩飽徳行 堀川瑞穂 浅野茂利 中村正 湧田真紀子

女子ｵｰﾌﾟﾝ
Aと合併

富田 春英
45Bと
合併

45Bと
合併

ｵｰﾌﾟﾝAと
合併

ｵｰﾌﾟﾝAと
合併

女子ｵｰﾌﾟﾝ
Aと合併

超壮年 高壮年 壮年 一般
ﾐｯｸｽ 女子ｵｰﾌﾟﾝA女子ｵｰﾌﾟﾝB

高城 節守106

107

108

109

110

2019.11.17

2020秋

2021秋

2022秋

2023秋

2024秋

111

鹿児島

北九州

佐賀

福岡

宮崎

久留米

2018.11.18

2019.4.14

2020春

2021春

118

119

120 2025秋

2025春

福岡

久留米

鹿児島

112

113

114

115

116

117

下関

大分

長崎

北九州

熊本

福岡

2022春

2023春

2024春



65以上 60以上 ｵｰﾌﾟﾝ 女子

西井 章裕 末田 順 杉山 安見児

65以上 55以上 ｵｰﾌﾟﾝ 女子

百名 英二 西井 章裕 岸 弓景 大山　智子

70以上 60以上 50以上 女子

合馬　晶子 中村　正 西井 章裕 70以上と合併

106 鹿児島 2018.11.17
全員参加

吉重　幸一

107 北九州 2019.4.13

シングルス

103 久留米 2017.5.28

105 下関 2018.4.29


