
小倉祇園太鼓競演大会、据え太鼓競演会優勝団体一覧

競演大会競演大会競演大会競演大会 大人大人大人大人 少年少年少年少年 一般一般一般一般 据え太鼓競演会据え太鼓競演会据え太鼓競演会据え太鼓競演会 一般の部一般の部一般の部一般の部 少年の部少年の部少年の部少年の部

昭和昭和昭和昭和 22年22年22年22年 第1回第1回第1回第1回 船場町

23年23年23年23年 第2回第2回第2回第2回 古船場一・二丁目 大正町三・四丁目

24年24年24年24年 第3回第3回第3回第3回 竪町 京町二丁目

25年25年25年25年 第4回第4回第4回第4回 竪町 旭町

26年26年26年26年 第5回第5回第5回第5回 古船場一・二丁目 古船場一・二丁目

27年27年27年27年 第6回第6回第6回第6回 竪町 竪町

28年28年28年28年 大水害の為中止大水害の為中止大水害の為中止大水害の為中止

29年29年29年29年 第7回第7回第7回第7回 京町一丁目 旭町

30年30年30年30年 第8回第8回第8回第8回 竪町 旭町A組

31年31年31年31年 第9回第9回第9回第9回 魚町二・三丁目 旭町C組

32年32年32年32年 第10回第10回第10回第10回 古船場一・二丁目
旭町B

33年33年33年33年 第11回第11回第11回第11回 古船場一・二丁目 旭町

34年34年34年34年 第12回第12回第12回第12回 中島本町一丁目 室町二・三丁目

35年35年35年35年 第13回第13回第13回第13回 古船場一・二丁目 旭町

36年36年36年36年 第14回第14回第14回第14回 古船場一・二丁目 旭町

37年37年37年37年 第15回第15回第15回第15回 古船場一・二丁目 旭町

38年38年38年38年 第16回第16回第16回第16回 竪町 東和町

39年39年39年39年 第17回第17回第17回第17回 魚町二・三丁目 江南町北

40年40年40年40年 第18回第18回第18回第18回 中央銀座 旭町

41年41年41年41年 第19回第19回第19回第19回 高田町 八百屋西魚町

42年42年42年42年 第20回第20回第20回第20回 竪町本町 紺屋町二丁目

43年43年43年43年 第21回第21回第21回第21回 古船場一・二丁目 旭町

44年44年44年44年 第22回第22回第22回第22回 西鍛冶町一丁目 古船場一・二丁目

45年45年45年45年 第23回第23回第23回第23回 魚町二・三丁目 旦過町

46年46年46年46年 第24回第24回第24回第24回 京町銀天街 高田町

47年47年47年47年 第25回第25回第25回第25回 大雨の為中止大雨の為中止大雨の為中止大雨の為中止 大雨の為中止大雨の為中止大雨の為中止大雨の為中止

48年48年48年48年 第26回第26回第26回第26回 魚町四丁目 八百屋西魚町

49年49年49年49年 第27回第27回第27回第27回 竪町本町 鳥町四丁目

50年50年50年50年 第28回第28回第28回第28回 古船場一・二丁目 紺屋町二丁目

51年51年51年51年 第29回第29回第29回第29回 大門町 高田町

52年52年52年52年 第30回第30回第30回第30回 金田仲通り 大門町

53年53年53年53年 第31回第31回第31回第31回 米町一丁目 竪町本町

54年54年54年54年 第32回第32回第32回第32回 大門町 中央銀座

55年55年55年55年 第33回第33回第33回第33回 旦過町 米町一丁目

56年56年56年56年 第34回第34回第34回第34回 米町一丁目 大門町

57年57年57年57年 第35回第35回第35回第35回 大門町 竪町本町

58年58年58年58年 第36回第36回第36回第36回 魚町一丁目 米町一丁目

59年59年59年59年 第37回第37回第37回第37回 米町一丁目 大門町

60年60年60年60年 第38回第38回第38回第38回 寶町 末広二・三丁目

61年61年61年61年 第39回第39回第39回第39回 大門町 米町一丁目

62年62年62年62年 第40回第40回第40回第40回 末広二・三丁目 大門町

63年63年63年63年 第41回第41回第41回第41回 寶町 馬借六丁目

平成平成平成平成 元年元年元年元年 第42回第42回第42回第42回 大門町 末広二・三丁目 第1回第1回第1回第1回 審査なし審査なし審査なし審査なし

２年２年２年２年 第43回第43回第43回第43回 末広二・三丁目 米町一丁目 第2回第2回第2回第2回

３年３年３年３年 第44回第44回第44回第44回 米町一丁目 大門町 第3回第3回第3回第3回

４年４年４年４年 第45回第45回第45回第45回 大門町 末広二・三丁目 第4回第4回第4回第4回

５年５年５年５年 第46回第46回第46回第46回 末広二・三丁目 米町一丁目 第5回第5回第5回第5回

６年６年６年６年 第47回第47回第47回第47回 米町一丁目 古船場一・二丁目 第6回第6回第6回第6回

７年７年７年７年 第48回第48回第48回第48回 寶町 末広二・三丁目 第7回第7回第7回第7回

８年８年８年８年 第49回第49回第49回第49回 末広二・三丁目 米町一丁目 第8回第8回第8回第8回

９年９年９年９年 第50回第50回第50回第50回 米町一丁目 大門町 ㈱井筒屋 第9回第9回第9回第9回

10年10年10年10年 第51回第51回第51回第51回 大門町 末広二・三丁目 丸和 第10回第10回第10回第10回

11年11年11年11年 第52回第52回第52回第52回 末広二・三丁目 米町一丁目 ㈱井筒屋 第11回第11回第11回第11回



12年12年12年12年 第53回第53回第53回第53回 米町一丁目 大門町 ㈱井筒屋 第12回第12回第12回第12回

13年13年13年13年 第54回第54回第54回第54回 長浜東ノ丁 末広二・三丁目 株式会社　井筒屋 第13回第13回第13回第13回

14年14年14年14年 第55回第55回第55回第55回 末広二・三丁目 米町一丁目 株式会社　井筒屋 第14回第14回第14回第14回

15年15年15年15年 第56回第56回第56回第56回 新馬借 東浅野町内会 福岡教育大学附属小倉小学校 第15回第15回第15回第15回

16年16年16年16年 第57回第57回第57回第57回 米町一丁目 新馬借 福岡教育大学附属小倉小学校 第16回第16回第16回第16回

17年17年17年17年 第58回第58回第58回第58回 長浜東ノ丁 米町一丁目 響會 第17回第17回第17回第17回

18年18年18年18年 第59回第59回第59回第59回 新馬借 木町一丁目 株式会社　井筒屋 第18回第18回第18回第18回 女無法松の会

19年19年19年19年 第60回第60回第60回第60回 木町一丁目 新馬借 福岡教育大学附属小倉小学校 第19回第19回第19回第19回 女無法松の会

20年20年20年20年 第61回第61回第61回第61回 末広二・三丁目 馬借六町内会 響會 第20回第20回第20回第20回 聾鼓会

21年21年21年21年 第62回第62回第62回第62回 米町一丁目 東浅野町内会 福岡教育大学附属小倉小学校 第21回第21回第21回第21回 流麗会

22年22年22年22年 第63回第63回第63回第63回 東浅野町内会 北山越町 響會 第22回第22回第22回第22回 響會

23年23年23年23年 第64回第64回第64回第64回 末広二・三丁目 米町一丁目 福岡教育大学附属小倉小学校 第23回第23回第23回第23回 鼓會

24年24年24年24年 第65回第65回第65回第65回 古船場一・二丁目 末広二・三丁目 響會 第24回第24回第24回第24回 無法松の碑保存会

25年25年25年25年 第66回第66回第66回第66回 米町一丁目 古船場一・二丁目 福岡教育大学附属小倉小学校 第25回第25回第25回第25回 紫会

26年26年26年26年 第67回第67回第67回第67回 末広二・三丁目 米町一丁目 無法松之碑保存会 第26回第26回第26回第26回 響會

27年27年27年27年 第68回第68回第68回第68回 東浅野町内会 末広二・三丁目 響會 第27回第27回第27回第27回 株式会社井筒屋 女無法松の会

28年28年28年28年 第69回第69回第69回第69回 金田第一町内会 東浅野町内会 福岡教育大学附属小倉小学校 第28回第28回第28回第28回 響會 末広二・三丁目


