
入賞 ２ペア賞 入賞 ２ペア賞 入賞 ２ペア賞

1 德永　敏 佐賀 一般 300 入賞 ２ペア賞 1 草場　大駕 佐賀 小学 11 入賞 1 西口　美帆 新外 女性 13 入賞

2 古閑　博之 新外 一般 150 入賞 ２ペア賞 2 木村　元紀 東海 小学 9 2 矢壁　実希子 八代 女性 8

3 星野　洋一 北熊 一般 115 入賞 ２ペア賞 2 水町　太尊 佐賀 小学 9 3 坂本　佳菜子 北熊 女性 6

4 草葉　和幸 世安 一般 87 入賞 ２ペア賞 2 村山　輝龍 八代 小学 9 4 山中　優理菜 佐賀 女性 4

5 奥村　将智 新外 一般 60 入賞 ２ペア賞 5 天津　風俄 八代 小学 8 5 内田　倖愛 佐賀 女性 3

6 竹原　樹 新外 一般 50 入賞 5 前田　晃輔 世安 小学 8 6 島川　来奈 世安 女性 2

7 鶴田　貴景 東海 一般 40 入賞 7 近藤　陽輝 世安 小学 6 6 末光　由季 佐賀 女性 2

8 松本　智光 八代 一般 39 入賞 7 𠮷田　海斗 佐賀 小学 6 6 戸田　こころ 佐賀 女性 2

9 北原　聡 北熊 一般 38 入賞 7 吉村　陸太郎 八代 小学 6 6 中村　真美 東海 女性 2

10 塩田　直司 北熊 一般 36 入賞 10 植田　丈人 東海 小学 5 6 久恒　光 東海 女性 2

11 酒巻　拓也 世安 一般 30 入賞 11 内村　啓仁郎 東海 小学 4 6 村上　愛 北熊 女性 2

12 松岡　隆信 北熊 一般 29 入賞 11 大木　蒼太 佐賀 小学 4 6 守田　有純佳 世安 女性 2

13 東中道　誠 八代 一般 25 11 栗山　大成 北熊 小学 4 13 Rie Sakata 佐賀 女性 1

14 島　宏由基 佐賀 一般 23 11 後藤　安瑛 世安 小学 4 13 石田　弥生 佐賀 女性 1

15 坂上　利光 北熊 一般 19 11 田中　楓真 佐賀 小学 4 13 浦丸　沙織 佐賀 女性 1

15 椎屋　孝一 新外 一般 19 11 親川　直弥 東海 小学 4 13 岡　美智子 佐賀 女性 1

17 中西　勇輝 新外 一般 17 11 西田　智大 新外 小学 4 13 甲斐　彩矢佳 北熊 女性 1

17 山田　兆治 東海 一般 17 11 平野　智也 八代 小学 4 13 加来　千智 北熊 女性 1

19 馬渡　浩一 佐賀 一般 16 11 福田　真聖 新外 小学 4 13 榧野　志帆 東海 女性 1

20 宇野　忠孝 北熊 一般 15 11 松岡　篤史 北熊 小学 4 13 槻木　唯 佐賀 女性 1

20 北原　遥 新外 一般 15 11 松本　翔音 世安 小学 4 13 北岡　鈴帆 世安 女性 1

20 辻　仁人 東海 一般 15 11 矢ケ部　陽向 佐賀 小学 4 13 久木田　千佳 北熊 女性 1

23 篠原　雄真 八代 一般 13 23 池邉　琥白 佐賀 小学 3 13 国廣　里美 佐賀 女性 1

24 石田　大貴 新外 一般 12 23 石丸　幸喜 佐賀 小学 3 13 香田　菜々美 佐賀 女性 1

24 糸山　建蔵 佐賀 一般 12 23 稲次　爽馬 八代 小学 3 13 古賀　優里 佐賀 女性 1

26 小糸　勲 東海 一般 11 23 井上　蓮音 佐賀 小学 3 13 越智　美帆 東海 女性 1

26 谷﨑　一希 世安 一般 11 23 岩谷　英明 新外 小学 3 13 坂本　梨々花 新外 女性 1

26 藤井　大地 八代 一般 11 23 浦本　琥羽 八代 小学 3 13 末永　れな 八代 女性 1

29 定森　浩二 八代 一般 10 23 上薗　聖也 新外 小学 3 13 髙野　琴羽 八代 女性 1

29 園田　大和 八代 一般 10 23 木原　優仁 新外 小学 3 13 髙畠　寿香梨 佐賀 女性 1

29 髙野　祐樹 八代 一般 10 23 古賀　奨啓 北熊 小学 3 13 宅島　留衣 世安 女性 1
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29 竹永　賢郎 八代 一般 10 23 坂井　孝伎 佐賀 小学 3 13 田中　美帆 佐賀 女性 1

29 元田　稔 北熊 一般 10 23 田中　ゆうが 世安 小学 3 13 堤　杏菜 八代 女性 1

34 江川　寿郎 新外 一般 9 23 堤　聖弥 佐賀 小学 3 13 德冨　美沙 佐賀 女性 1

34 古賀　康造 佐賀 一般 9 23 中島　賢也 佐賀 小学 3 13 中上　ひなた 世安 女性 1

34 田尻　幹貴 世安 一般 9 23 中島　蓮 佐賀 小学 3 13 中島　亜希 佐賀 女性 1

34 野田　淳 北熊 一般 9 23 光野　錬斗 佐賀 小学 3 13 中島　美咲 八代 女性 1

34 原口　翔太 北熊 一般 9 23 宮瀬　快成 八代 小学 3 13 中畠　愛梨 北熊 女性 1

34 渡辺　豊 北熊 一般 9 23 山本　貫太 佐賀 小学 3 13 縄田　和 新外 女性 1

40 出田　真一郎 新外 一般 8 23 由城　春登 佐賀 小学 3 13 西口　美樹 新外 女性 1

40 大塚　建 佐賀 一般 8 23 𠮷田　大尚 佐賀 小学 3 13 西里　優 世安 女性 1

40 徳永　湧斗 新外 一般 8 42 石橋　直大 佐賀 小学 2 13 長谷川　弥玖 東海 女性 1

40 原尾　大輝 北熊 一般 8 42 今田　大志 東海 小学 2 13 花北　茉織亜 世安 女性 1

40 原田　天斗 北熊 一般 8 42 岩田　れいや 世安 小学 2 13 東　紗佑里 新外 女性 1

40 柚木﨑　俊裕 北熊 一般 8 42 上薗　晴也 新外 小学 2 13 東　玲香 北熊 女性 1

46 井本　風雅 北熊 一般 7 42 大橋　ひろ人 八代 小学 2 13 姫野　菜帆 佐賀 女性 1

46 黒田　雄一郎 北熊 一般 7 42 小畑　勇悟 世安 小学 2 13 平方　美沙 佐賀 女性 1

46 阪田　恭一 新外 一般 7 42 鬼崎　陸 佐賀 小学 2 13 藤本　春風 佐賀 女性 1

46 笹原　大奨 八代 一般 7 42 國政　勇翔 佐賀 小学 2 13 藤森　麻矢 新外 女性 1

46 秀島　健介 八代 一般 7 42 上妻　理人 世安 小学 2 13 本田　麻衣 八代 女性 1

46 福田　勢真 北熊 一般 7 42 古城　光琉 新外 小学 2 13 前田　薫里 世安 女性 1

46 古木　孝徳 新外 一般 7 42 坂本　飛有馬 新外 小学 2 13 眞﨑　晴奈 佐賀 女性 1

46 本田　裕二郎 世安 一般 7 42 志垣　伊泉 世安 小学 2 13 増永　由紀 世安 女性 1

46 松浦　祐己 世安 一般 7 42 志垣　皓太 世安 小学 2 13 松井　鶴美 東海 女性 1

46 横山　真毅 世安 一般 7 42 紫垣　悠吾 東海 小学 2 13 松本　咲耶 東海 女性 1

56 安藤　真理 世安 一般 6 42 親川　直弥 東海 小学 2 13 蓑田　愛理 世安 女性 1

56 伊藤　珠真 佐賀 一般 6 42 須藤　拳 八代 小学 2 13 紫尾田　美遥 佐賀 女性 1

56 伊藤　崇 佐賀 一般 6 42 芹口　由心 世安 小学 2 13 村島　瑞葵 佐賀 女性 1

56 今田　哲弘 東海 一般 6 42 園田　壮司 東海 小学 2 13 村田　翔子 東海 女性 1

56 大倉　裕太 八代 一般 6 42 髙橋　昇太 八代 小学 2 13 山田　祐菜 新外 女性 1

56 上豊　優征 八代 一般 6 42 高栁　俊介 佐賀 小学 2 13 山本　薫 東海 女性 1

56 黒川　幸汰 世安 一般 6 42 田中　瑛揮 八代 小学 2 13 吉武　満梨亜 佐賀 女性 1

56 白石　慶太 東海 一般 6 42 田上　凌 世安 小学 2 13 龍　理恵 佐賀 女性 1

56 田口　貴大 北熊 一般 6 42 中島　大輔 世安 小学 2 13 渡辺　百絵華 世安 女性 1

56 外尾　耕大 佐賀 一般 6 42 長野　晃和 世安 小学 2 13 渡邉　裕子 新外 女性 1

56 満崎　隆紀 東海 一般 6 42 中原　英太郎 佐賀 小学 2

56 本山　啓尚 世安 一般 6 42 西田　春樹 八代 小学 2

56 山下　剛生 新外 一般 6 42 野原　そうた 新外 小学 2

56 杠　美智也 佐賀 一般 6 42 濵本　航太 世安 小学 2



70 伊津野　公一 新外 一般 5 42 原口　修 佐賀 小学 2

70 劒持　雄太郎 北熊 一般 5 42 原田　けいご 佐賀 小学 2

70 下山　直樹 八代 一般 5 42 百武　大智 佐賀 小学 2

70 竹永　弘志 北熊 一般 5 42 福田　凌也 佐賀 小学 2

70 谷澤　輝紀 佐賀 一般 5 42 福本　翔大 世安 小学 2

70 出口　弘一郎 北熊 一般 5 42 松村　裕人 東海 小学 2

70 寺田　清喜 八代 一般 5 42 村田　しゅんた 八代 小学 2

70 林　健太 東海 一般 5 42 森　亮大 佐賀 小学 2

70 原田　卓也 北熊 一般 5 42 山中　陽斗 新外 小学 2

70 東　祐之介 東海 一般 5 42 米次　勇翔 北熊 小学 2

70 東中道　剛 佐賀 一般 5

70 藤本　佳樹 新外 一般 5

70 藤原　大地 世安 一般 5

70 松尾　俊孝 北熊 一般 5

70 山内　拓馬 世安 一般 5

70 山下　晃弥 北熊 一般 5

70 力久　拓馬 佐賀 一般 5

今年も大好評の「トウヤ年間ホームラン賞」

ヤフオクドームご招待や上位入賞を目指して

快調に飛ばしている皆さんのご紹介です！！


