
【期日】令和元年１２月２２日（日）

24 44

37 36 19 32

39 22 34 30 51 39 23 28

37 29 31 37

44 38

35 49 33 30

31 26 61 25 37 32 39 30

16 34 48 34

（大村市） （熊本県） （福岡県） （佐賀県）

（熊本県） （佐賀県）

竹松 横島 ﾊｰﾄﾐﾗｸﾙｽﾞ 長松

（佐賀県） （大村市） （宮崎県） （熊本県） （佐世保市） （福岡県）
大志 竹松 小林 横島 祇園 ﾊｰﾄﾐﾗｸﾙｽﾞ 天草 長松

【第３位】 大志（佐賀県）
【第３位】 天草（熊本県）

【優勝】　小林（宮崎県）

（福岡県） （長崎市）

【女子の部】

【準優勝】 祇園（佐世保市）
【優　勝】 小林（宮崎県）

小ヶ倉

（福岡県） （諫早市） （佐世保市） （長崎市） （長崎市 （福岡県）

（諫早市） （長崎市）

ジムラッツ 北諫早 相浦 大園 山里 原田 小ヶ倉 勧興
（長崎市） （佐賀県）

北諫早 大園 原田

【優勝】　勧興（佐賀県）

【準優勝】 ジムラッツ（福岡県）
【第３位】 相浦（佐世保市）
【第３位】 山里（長崎市）

【会場】諫早市中央体育館（内村記念アリーナ）

【男子の部】

【優  勝】 勧興（佐賀県）
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（佐賀県） （福岡県）

43 35

28 28
有明東 36 24 志免WK

【４位・交流戦】

西紫原 喜々津
（鹿児島県） 21 40 （諫早市）

（長与町） （長崎市） （大分県） （大分県）

26 38 14 23

（大分県） （佐世保市）

長与南 戸町 中津三光 豊陽ｼﾞｭﾆｱ

（長与町） （福岡県） （長崎市） （長与町） （大分県） （鹿児島県）

35

長与南 入部 戸町 長与 中津三光 伊敷 豊陽ｼﾞｭﾆｱ 中里

47 38 45 29

18 32 16 44 28 39 27

38 24 【第３位】
【第３位】

（佐賀県） （大分県）

【女子の部】
【第１位】
【第２位】

入部（福岡県）
伊敷（鹿児島県）
長与（長与町）
中里（佐世保市）

【第１位】　入部（福岡県）

47 28

24 58
千代田 15 55 中津ややま

【４位・交流戦】

喜々津 大村中央
（諫早市） 68 19 （大村市）

（雲仙市） （福岡県） （佐世保市） （熊本県）

27 50 38 30

（山口県） （熊本県）

愛野 宮竹 大野 城西

（長与町） （雲仙市） （宮崎県） （福岡県） （佐世保市） （諫早市）

33

長与南 愛野 江南 宮竹 大野 諫早 牟礼中央 城西

41 39 41 49

48 29 42 33 39 43 40

44 38 【第３位】
【第３位】
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【男子の部】
【第１位】
【第２位】

諫早（諫早市）
江南（宮崎県）
牟礼中央（山口県）
長与南（長与町）

【第１位】　長与南（長与町）



【優勝】　

（大村市） （雲仙市）

36 30

【４位・交流戦】

40 40
大村 41 54 鶴田

三田川 真城
（佐賀県） 58 30 （諫早市）

（佐世保市） （南島原市） （西海市） （長崎市）

35 38 49 47

（長崎市） （長崎市）

黒髪 布津 ときわ台 桜が丘

（長崎市） （佐世保市） （南島原市） （佐世保市） （長崎市） （西海市）

53

富の原 黒髪 布津 天神 土井首 ときわ台 桜が丘 西浦上

24 42 40 28

35 28 26 28 37 28 36

30 24 【第３位】
【第３位】

（鹿児島県） （諫早市）

【女子の部】
【第１位】
【第２位】

天神（佐世保市）
土井首（長崎市）
富の原（大村市）
西浦上（長崎市）

【第１位】　天神（佐世保市）

35 49

44 30
伊敷 37 33 御館山

【４位・交流戦】

豊陽ｼﾞｭﾆｱ 緑丘
（大分県） 34 62 （五島市）

（山口県） （諫早市） （佐賀県）

(25)

（大村市）

48 49 0 20

（福岡県） （大村市）

川中 西諫早 ブレイズ 富の原

（山口県） （大分県） （諫早市） （熊本県） （佐賀県） （佐世保市）

(44)

30

川中 別府中部 西諫早 合志南 ブレイズ 小佐世保 野多目 富の原

50 40

36 45 30 39 0 20 32
(32) (33)

45 34 【第３位】
【第３位】
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【男子の部】
【第１位】
【第２位】

別府中部（大分県）
野多目（福岡県）
合志南（熊本県）
小佐世保（佐世保市）

【第１位】　別府中部（大分県）　


