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　第　１回 呉　　　　清 輝 熊　井　紫　乃

　　１９８０年 （昭和５５年） （宗像ｶﾞ-ﾃﾞﾝ） （内田　　Ｔ　Ｃ）

　第　２回 三　浦　　　浩 永　嶋　佳世子

　　１９８１年 （昭和５６年） （若久Ｔ Ｃ） （福岡春日ＬＴＣ）

　第　３回 古　屋　智　之 永　嶋　佳世子

　　１９８２年 （昭和５７年） （福岡春日ＬＴＣ） （福岡春日ＬＴＣ）

　第　４回 柴　田　和　彦 萱　島　菜　穂

　　１９８３年 （昭和５８年） （久山ﾛｲﾔﾙ） （北九州ｳｴｽﾄ）

　第　５回 日野村　　　剛 金　堂　千　恵

　　１９８４年 （昭和５９年） （門司　小） （春日西小）

　第　６回 山　中　夏　雄 村　上　千　世

　　１９８５年 （昭和６０年） （春日東小） （本城　小）

　第　７回 大　蔵　謙　治 緒　方　　　舞

　　１９８６年 （昭和６１年） （熊西　小） （香椎下原小）

　第　８回 上　原　英　雄 緒　方　　　舞

　　１９８７年 （昭和６２年） （席田　小） （香椎下原小）

　第　９回 大　木　　　良 合　瀬　ひかり

　　１９８８年 （昭和６３年） （三宅　小） （百道　　小）

　第１０回 （昭和６４年） 大　木　　　良 藤　江　沙奈美

　　１９８９年 （平成元年） （三宅　小） （大原　小）

　第１１回 丹　生　康　允 鶴　原　愛　子

　　１９９０年 （平成　２年） （守恒　小） （有田　小）

　第１２回 千　阪　　　武 今古賀　美　紗　

　　１９９１年 （平成　３年） （名島　小） （東郷　小）

　第１３回 千　阪　　　武 吉　田　朱　里

　　１９９２年 （平成　４年） （名島　小） （西国分小）

　第１４回 小　山　裕　史 西　村　美穂子

　　１９９３年 （平成　５年） （名島　小） （藤松　小）

　第１５回 森　　　　　寛志 諫　山　佑　美

　　１９９４年 （平成　６年） （阿志岐小） （名島　小）

　第１６回 富　田　真　吉 諫　山　佑　美

　　１９９５年 （平成　７年） （竹末　小） （名島　小）

　第１７回 富　田　真　吉 西　村　みづほ

　　１９９６年 （平成　８年） （竹末　小） （藤松　小）

　第１８回 前　原　健太朗 古　賀　淳　美

　　１９９７年 （平成　９年） （今宿　小） （城内　小）

　第１９回 佐　藤　優　介 鶴　川　優　里

　　１９９８年 （平成１０年） （沼　　　小） （姪浜　小）

　第２０回 佐　藤　優　介 野　畑　安　理

　　１９９９年 （平成１１年） （沼　　　小） （熊西　小）

　第２１回 清　家　　 光 重　藤　真知子

　　２０００年 （平成１２年） （直方東小） （雙葉　小）

　第２２回 片　山　　翔 重　藤　真知子

　　２００１年 （平成１３年） （川口　小） （雙葉　小）

　第２３回 楠　田　悠　介 中　野　亜　美

　　２００２年 （平成１４年） （二日市東　小） （姪浜　小）

　第２４回 岩　倉　一　樹 山　下　貴　子

　　２００３年 （平成１５年） （立岩　小） （四箇田　小）

　第２５回 高　山　和　也 高山 和也（大谷　小） 山　下　舞　子 中津　文（青葉小）

　　２００４年 （平成１６年） （大谷　小） 的場 翔平（木佐木小） （国分　小） 山下舞子（国分小）

　第２６回 尊　田　海　司 小田原 敦志（守垣小） 谷　口　　遥 寺園 さくら（大野南小）

　　２００５年 （平成１７年） （国分　小） 南里　 直（宇美　小） （大谷　小） 山田 純礼（東合川小）

歴　　年　　優　　勝　　者

男　　子　 女　　子
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　第２７回 中　川　直　樹 内田 真宏（別府小） 園　田　彩　乃 渡邊 夕貴（奈多小）

　　２００６年 （平成１８年） （福間南 小） 澁田 大樹（大利小） （奈多 小） 園田 彩乃（奈多小）

　第２８回 坂本　遥一郎 坂本 遥一郎（笹丘小） 園　田　彩　乃 園田 彩乃（奈多小）

　　２００７年 （平成１９年） （笹丘 小） 島添 　陸（筑後小） （奈多 小） 伊藤 有希（御幸小）

　第２９回 中　川　直　樹 小林 龍之輔（鳥飼小） 山　上　　　舞 占部 ほのか（浅川小）

　　２００８年 （平成２０年） （福間南 小） 高橋 睦朗（百道小） （南片江 小） 山村 寿莉（池田小）

　第３０回 安　増　篤　史 安増 篤史（剣南小） 鶴　田　陽　菜 鶴田 陽菜（七隈小）

　　２００９年 （平成２１年） （剣南 小） 野口 莉央（守垣小） （七隈 小） 山村 寿莉（池田小）

　第３１回 工　藤　弘　基 森部 惟一朗（大野南小） 坂　本　は　な 坂本 はな（笹丘小）

　　２０１０年 （平成２２年） （春日東 小） 田中 優之介（天拝小） （笹丘 小） 寺田 悠花（長住小）

　第３２回 相　馬　光　志 相馬 光志（河東西小） 宮　原　三　奈 大津 あかり（美和台小）

　　２０１１年 （平成２３年） （河東西 小） 米田 利玖（木屋瀬小） （須玖 小） 友枝　愛　（久原小）

　第３３回 阿　多　竜　也 阿多 竜也（那珂小） 徳　安　莉　菜 古賀麻尋（のぞみが丘小）

　　２０１２年 （平成２４年） （那珂 小） 松尾 彗史（赤間小） （のぞみが丘 小） 鞍垣  絢（春日原小）

　第３４回 末　田　　　悠 青木 響真（八枝小） 徳　安　莉　菜 香川　涼（春日南小）

　　２０１３年 （平成２５年） （福岡教育大附属久留米 小　） 中西 恭平（青山小） （のぞみが丘 小） 藤原 英利香（光貞小）

　第３５回 稲　田　 幸一郎 鈴木 蒼平（吉木小） 山　本　未　来 小林 杏珠（新宮小）

　　２０１４年 （平成２６年） （志免西 小　） 宮田　 陸（青葉小） （大野東 小） 小林 杏菜（新宮小）

　第３６回 植　田　涼　太 伊藤 時空（二日市小） 中　川　原　凜 中川原 凜（東郷小）

　　２０１５年 （平成２７年） （福岡教育大附属 小） 堤野 竜司（新宮東小） （東郷 小） 野口 和佳奈（香陵小）

　第３７回 大  野  琢  実 大野 琢実（室見小） 堀　江　菜　実 堀江 菜実（城南小）

　　２０１６年 （平成２８年） （室見 小） 美野田 和輝（自由ヶ丘小） （城南 小） 野口 和佳奈（香陵小）

　第３８回 花　田　海　翔 花田 海翔（曽根東小） 友　枝　　夢 木河　優（春日北小）

　　２０１７年 （平成２９年） （曽根東 小） 武藤 守生（三国小） （金山 小） 友枝　夢（金山小）

　第３９回 松　永　朔太郎 吉武 真輝（東郷小） 岸　本　聖　奈 安廣 有純（星ヶ丘小）

　　２０１８年 （平成３０年） （須恵第三 小） 松永 朔太郎(須恵第三小） （太宰府西 小） 岸本 聖奈（太宰府西小）

　第４０回 森　西　晃太朗 坪田 稜生（天拝小） 木　村　英梨加 井手　葵（味坂小）

　　２０１９年 （平成３１年） （春日東 小） 黒木 奏志(春日野小） （三宅 小） 岩中 暮里（修多羅小）

　第４１回 木  河　 　瞭 山地 凰介（能古小） 田　中　聖　香 坪井 舞央（福富小）

　　２０２０年 （令和２年） （春日北 小） 床田 隼都(上津役小） （大野島 小） 石橋　空（七隈小）

　第４２回 道  庭　 来  斗 德永 陽紀（玄洋小） 千  葉   穂  花 小﨑 麻衣（天拝小）

　　２０２１年 （令和３年） （鯰田 小） 浦川 恭平(東国分小） （高取 小） 西村 遙花（大川小）

　第４３回 山  口   蒼  司 宗藤　 駿（千早西小） 山　田　華　音 千葉 穂花（高取小）

　　２０２２年 （令和４年） （大野南 小） 弟子丸 透太（松島小） （感田 小） 笹木　 舞（山家小）

　第４４回

　　２０２３年 （令和５年）

男　　子　 女　　子


