
第第第第３７３７３７３７回回回回    全国全国全国全国かるたかるたかるたかるた競技宗像大会競技宗像大会競技宗像大会競技宗像大会    成績表成績表成績表成績表                            上記上記上記上記のののの大会大会大会大会をををを開催致開催致開催致開催致しましたところしましたところしましたところしましたところ、、、、遠路各地遠路各地遠路各地遠路各地よりよりよりより、、、、多数多数多数多数のののの参加参加参加参加をををを頂頂頂頂きききき、、、、盛会裡盛会裡盛会裡盛会裡にににに終了終了終了終了するするするする事事事事がががが出来出来出来出来ましたましたましたました事事事事はははは、、、、各位様各位様各位様各位様のごのごのごのご支援支援支援支援のののの賜賜賜賜とととと関係関係関係関係者一同厚者一同厚者一同厚者一同厚くくくく御礼申御礼申御礼申御礼申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。            大会運営上大会運営上大会運営上大会運営上、、、、不行不行不行不行きききき届届届届きのきのきのきの点点点点がががが多多多多々々々々ありましたありましたありましたありました事事事事をををを深深深深くおくおくおくお詫詫詫詫びびびび致致致致しましましましま    すとすとすとすと共共共共にににに、、、、今後共今後共今後共今後共ごごごご指導指導指導指導、、、、ごごごご鞭撻鞭撻鞭撻鞭撻のほどのほどのほどのほど、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。                        日日日日    時時時時                    平成平成平成平成    ２５２５２５２５年年年年    ６６６６月月月月    ８８８８日日日日    ＆＆＆＆    ９９９９日日日日    ＆＆＆＆    １６１６１６１６日日日日            場場場場    所所所所                    宗像大社宗像大社宗像大社宗像大社（（（（福岡県福岡県福岡県福岡県    宗像市宗像市宗像市宗像市    田島田島田島田島））））            総総総総    員員員員                    ４０１４０１４０１４０１人人人人        ＡＡＡＡ級級級級        ４３４３４３４３人人人人                                    優優優優    勝勝勝勝            指指指指    宿宿宿宿            立立立立    （（（（九州九州九州九州かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））                                    準優勝準優勝準優勝準優勝                渡渡渡渡    司司司司    浩浩浩浩    二二二二        （（（（東京外国語大学東京外国語大学東京外国語大学東京外国語大学かるたかるたかるたかるた会会会会））））                                    ３３３３    位位位位                鶴鶴鶴鶴    田田田田    紗紗紗紗    恵恵恵恵        （（（（九州九州九州九州かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））                                    ３３３３    位位位位                花花花花    元元元元    誠誠誠誠    一一一一    （（（（九州九州九州九州かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））    ４４４４    位位位位                才才才才    田田田田    哲哲哲哲    也也也也    （（（（有明有明有明有明会会会会））））                                    ４４４４    位位位位                川川川川    原原原原    康康康康    嗣嗣嗣嗣    （（（（広島広島広島広島県県県県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））                                        ４４４４    位位位位                北北北北    野野野野    嘉嘉嘉嘉    文文文文    （（（（奈良県奈良県奈良県奈良県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））                                    ４４４４    位位位位                石石石石    谷谷谷谷    あさひあさひあさひあさひ        （（（（大分県大分県大分県大分県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））            ＢＢＢＢ級級級級        ５８５８５８５８人人人人                                    優優優優    勝勝勝勝        秋秋秋秋    吉吉吉吉    結結結結    衣衣衣衣    （（（（大分大分大分大分県県県県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））                                    準優勝準優勝準優勝準優勝                松松松松    本本本本    ゆりゆりゆりゆり子子子子    （（（（大分大分大分大分県県県県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））                                        ３３３３    位位位位                鶴鶴鶴鶴    田田田田    俊俊俊俊    佑佑佑佑    （（（（九州九州九州九州かるたかるたかるたかるた会会会会））））                                    ３３３３    位位位位                谷谷谷谷    末末末末    春春春春    香香香香    （（（（鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））    ４４４４    位位位位                吉吉吉吉    永永永永    彩彩彩彩    夏夏夏夏    （（（（鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））                                    ４４４４    位位位位                有有有有    村村村村    龍太郎龍太郎龍太郎龍太郎    （（（（鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島県県県県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））                                        ４４４４    位位位位                椋椋椋椋    木木木木    優優優優    衣衣衣衣    （（（（島根県島根県島根県島根県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））                                    ４４４４    位位位位                中中中中    原原原原    早早早早    貴貴貴貴        （（（（熊本県熊本県熊本県熊本県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））        ＣＣＣＣ級級級級        ７４７４７４７４人人人人    
                            優優優優    勝勝勝勝                深深深深    町町町町            巴巴巴巴    （（（（大分大分大分大分県県県県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））                                    優優優優    勝勝勝勝        浦浦浦浦    里里里里    桃桃桃桃    子子子子    （（（（九州九州九州九州かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））    準優勝準優勝準優勝準優勝                中中中中    田田田田    美美美美    咲咲咲咲    （（（（島根島根島根島根県県県県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））                    準優勝準優勝準優勝準優勝        山山山山    田田田田    航航航航    大大大大    （（（（島根県島根県島根県島根県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））                                    ３３３３    位位位位                千代田千代田千代田千代田    紗紗紗紗    希希希希    （（（（長崎長崎長崎長崎県県県県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））                                    ３３３３    位位位位                有有有有    働働働働    幸幸幸幸    代代代代    （（（（熊本熊本熊本熊本県県県県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））                    ３３３３    位位位位        田田田田    中中中中    崇崇崇崇    久久久久    （（（（熊本県熊本県熊本県熊本県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））                    ３３３３    位位位位        竹竹竹竹    井井井井    清清清清    歌歌歌歌    （（（（九州九州九州九州かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））    

ＤＤＤＤ級級級級        １３４１３４１３４１３４人人人人                                    優優優優    勝勝勝勝        加加加加    藤藤藤藤    はるかはるかはるかはるか    （（（（ノートルダムノートルダムノートルダムノートルダム清心中学清心中学清心中学清心中学・・・・広島広島広島広島県県県県））））                                    優優優優    勝勝勝勝                加加加加    藤藤藤藤    玲玲玲玲    奈奈奈奈    （（（（ノートルダムノートルダムノートルダムノートルダム清心中学清心中学清心中学清心中学・・・・広島県広島県広島県広島県））））                    優優優優    勝勝勝勝                黒黒黒黒    田田田田    萌萌萌萌    絵絵絵絵    （（（（ノートルダムノートルダムノートルダムノートルダム清心中学清心中学清心中学清心中学・・・・広島県広島県広島県広島県））））                    優優優優    勝勝勝勝                橋橋橋橋    口口口口    茜茜茜茜    里里里里    （（（（佐賀佐賀佐賀佐賀県県県県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））                                    優優優優    勝勝勝勝        北北北北    村村村村    可可可可    奈奈奈奈    （（（（はかたもみぢはかたもみぢはかたもみぢはかたもみぢ会会会会・・・・福岡県福岡県福岡県福岡県））））    準優勝準優勝準優勝準優勝                石石石石    井井井井    真真真真    奈奈奈奈    （（（（鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））                                    準優勝準優勝準優勝準優勝                品品品品    川川川川    美美美美    玖玖玖玖    （（（（島根県島根県島根県島根県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））                    準優勝準優勝準優勝準優勝                浜浜浜浜    中中中中    彩彩彩彩    代代代代    （（（（佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））                    準優勝準優勝準優勝準優勝        河河河河    野野野野    杏杏杏杏    樹樹樹樹    （（（（ノートルダムノートルダムノートルダムノートルダム清心清心清心清心中学中学中学中学・・・・広島県広島県広島県広島県））））                            準優勝準優勝準優勝準優勝        釘釘釘釘    丸丸丸丸    朋朋朋朋    樹樹樹樹    （（（（中津中津中津中津ややまややまややまややま会会会会・・・・大分県大分県大分県大分県））））    ３３３３    位位位位                杉杉杉杉    本本本本    亜希子亜希子亜希子亜希子    （（（（鴨鴨鴨鴨池池池池かるたかるたかるたかるた会会会会・・・・鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県））））                                    ３３３３    位位位位                田田田田    中中中中    琢琢琢琢    朗朗朗朗    （（（（はかたもみぢはかたもみぢはかたもみぢはかたもみぢ会会会会・・・・福岡福岡福岡福岡県県県県））））                                        ３３３３    位位位位                大大大大    石石石石    恵恵恵恵    子子子子    （（（（五五五五島島島島高校高校高校高校・・・・長崎長崎長崎長崎県県県県））））                                    ３３３３    位位位位                河河河河    野野野野    沙沙沙沙也香也香也香也香    （（（（佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））                ３３３３    位位位位                飯飯飯飯    田田田田    委委委委    哉哉哉哉    （（（（九州大学九州大学九州大学九州大学かるたかるたかるたかるた会会会会・・・・福岡県福岡県福岡県福岡県））））                                    ３３３３    位位位位                竹竹竹竹    下下下下    京京京京    子子子子    （（（（九州大学九州大学九州大学九州大学かるたかるたかるたかるた会会会会・・・・福岡県福岡県福岡県福岡県））））                                        ３３３３    位位位位        守守守守    瀬瀬瀬瀬    拓拓拓拓    徳徳徳徳    （（（（鹿本鹿本鹿本鹿本高校高校高校高校・・・・熊本県熊本県熊本県熊本県））））                    ３３３３    位位位位        伊伊伊伊    東東東東    昌昌昌昌    輝輝輝輝    （（（（佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））    ３３３３    位位位位                指指指指    原原原原    彩彩彩彩    萌萌萌萌    （（（（山口県山口県山口県山口県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））                                    ３３３３    位位位位                井井井井    本本本本    明日香明日香明日香明日香    （（（（朝倉朝倉朝倉朝倉かるたかるたかるたかるた会会会会・・・・福岡福岡福岡福岡県県県県））））    初初初初心者級心者級心者級心者級        ９２９２９２９２人人人人    中学中学中学中学生以生以生以生以上上上上        ３１３１３１３１人人人人                                優優優優    勝勝勝勝                内内内内    田田田田    美美美美    侑侑侑侑    （（（（長長長長与与与与かるたかるたかるたかるた会会会会・・・・長崎県長崎県長崎県長崎県））））                                    優優優優    勝勝勝勝        冨冨冨冨    永永永永    誉誉誉誉    子子子子    （（（（中津中津中津中津ややまややまややまややま会会会会・・・・大分県大分県大分県大分県））））                                準優勝準優勝準優勝準優勝                井井井井    上上上上    礼礼礼礼    子子子子    （（（（中津中津中津中津ややまややまややまややま会会会会・・・・大分県大分県大分県大分県））））                        準優勝準優勝準優勝準優勝        明明明明    石石石石    智智智智    大大大大    （（（（中津中津中津中津ややまややまややまややま会会会会・・・・大分県大分県大分県大分県））））    ３３３３    位位位位                山山山山    本本本本    梨梨梨梨    乃乃乃乃    （（（（北九州北九州北九州北九州かるたかるたかるたかるた会会会会・・・・福岡県福岡県福岡県福岡県））））    小小小小学学学学生生生生    ４６４６４６４６人人人人                                優優優優    勝勝勝勝                平平平平    田田田田    恵恵恵恵    美美美美    （（（（長長長長与与与与かるたかるたかるたかるた会会会会・・・・長崎県長崎県長崎県長崎県））））                                    優優優優    勝勝勝勝        松松松松    木木木木    莉莉莉莉    子子子子    （（（（中津中津中津中津ややまややまややまややま会会会会・・・・大分大分大分大分県県県県））））                                準優勝準優勝準優勝準優勝                津津津津    森森森森    友友友友    美美美美    （（（（はかたもみぢはかたもみぢはかたもみぢはかたもみぢ会会会会・・・・福岡福岡福岡福岡県県県県））））                    準優勝準優勝準優勝準優勝        川川川川    上上上上            麗麗麗麗    （（（（樋樋樋樋田田田田かるたかるたかるたかるた会会会会・・・・大大大大分分分分県県県県））））                                    ３３３３    位位位位                中中中中    村村村村    駿駿駿駿    也也也也    （（（（はかたもみぢはかたもみぢはかたもみぢはかたもみぢ会会会会・・・・福岡県福岡県福岡県福岡県））））                                    ３３３３    位位位位                一一一一    宮宮宮宮    麻麻麻麻    純純純純    （（（（山口県山口県山口県山口県かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会））））    シニアシニアシニアシニア級級級級    １５１５１５１５人人人人                    優優優優    勝勝勝勝        細細細細    川川川川    玲玲玲玲        子子子子    （（（（北九州北九州北九州北九州かるたかるたかるたかるた会会会会・・・・福岡県福岡県福岡県福岡県））））                    準優勝準優勝準優勝準優勝        中中中中    嶋嶋嶋嶋    道道道道    子子子子    （（（（福岡福岡福岡福岡天天天天津会津会津会津会・・・・福岡県福岡県福岡県福岡県））））                    ３３３３    位位位位        北北北北    村村村村    公公公公    子子子子    （（（（福岡福岡福岡福岡天天天天津会津会津会津会・・・・福岡福岡福岡福岡県県県県））））        主主主主催催催催    宗像大社宗像大社宗像大社宗像大社                                                    主管主管主管主管    九州九州九州九州かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会                            社社社社団法団法団法団法人人人人全全全全日本日本日本日本かるたかるたかるたかるた協会協会協会協会                                会長会長会長会長    内内内内川川川川    信信信信幸幸幸幸    


