
佐賀県中学校体育連盟

№1

競　技　名 １　　位 ２　　位 ３　　位

男女 混合形 大和中 香楠中
鳥栖西中(女子)
神埼中

団体組手 香楠中 神埼中
諸富中
附属中

個組手 生島将人(神埼) 原　龍翔(神埼)
今泉克成(諸富)
塩川太一(香楠)

個形 小形優実(山代) 百武裕星(城東)
佐々木雄大(香楠)
生島将人(神埼)

団体組手 鳥栖西中 基山中
田代中
城北中

個組手 㮈村麻衣(鳥栖西) 東郷華和(基山)
中村琉菜(城南)
田中胡幸(鳥栖西)

個形 坂口結香(基山) 㮈村麻衣(鳥栖西)
伊藤美沙(東原庠舎中央校)
松本陽菜(城南)

東部個単 安藤耕平(致遠館) 村山歩夢(基山)
牧瀬光希(上峰)
青山颯杜(成章)

東部個複 島　隆誠・藤﨑大鳳(大和) 行徳勇介・中村直樹(大和) ＊

西部個単 稗田偉央(七山) 坂本燎亮(七山)
斎藤大空(南波多郷学館)
中野真太朗(川登)

西部個複 中尾拓稜・野田春翔(川登) 山口凌弥・北川柊也(川登)
中山和紀・山口桂太郎(玄海みらい学園)
木下一慶・草津享平(武雄青陵)

東部個単 今泉明日香(牛津) 田中志歩(香楠)
古谷　瞳(鳥栖)
中島愛唯(大和)

東部個複 中原彩花・副島　葵(千代田) 堀田萌々花・横尾　茜(大和)
北島実陽・片渕七虹(昭栄)
舩津ななみ・重松美友梨(千代田)

西部個単 八木美帆(武雄) 松尾　唯(国見)
𠮷川円香(山代)
樋渡琴華(川登)

西部個複 中島　葵・山口遙叶(武雄青陵)
吉田千夏・杉山朱里
(玄海みらい学園)

松尾くるみ・森　瑞希(塩田)
山北和佳・正司佳桜子(武雄青陵)

個単 福原聡馬(第五) 新開大輝(昭栄)
牟田龍矢(東与賀)
梅川煌己(城北)

個複 梅川煌己・坂本匠(城北) 今村潤矢・古川魁士(致遠館)
福原聡馬・長谷梨功(第五)
森　悠太・坂田賢斗(附属)

個単 友枝　夢(早稲田佐賀) 山本　和(城北)
首藤苺花(城北)
江向真穂(東与賀)

個複 山本　和・首藤苺花(城北) 青山小桜・青山桃子(第一)
江向真穂・松尾ひなた(東与賀)
佐藤明日香・江口由奈(致遠館)

神埼中 東原庠舎中央校 清和中

神埼中 東原庠舎中央校 ＊

3年個人総合 和木田翔(鳥栖) 鳥羽翔舞(鳥栖) 西田伊吹(鳥栖)

1年個人総合 瀬口寛太(鳥栖) 秋山謙次郎(鳥栖) ＊

女子 個人総合 山本七海(田代) 中願寺沙亜耶(田代) 古賀実乃梨(田代)

団体 千代田中 ＊ ＊

個人総合 浅田　匠(神埼) 溝田気心(千代田) 村里泰基(附属)

団体 神埼中 鍋島中 三日月中

個人総合 西木明音(田代) 光石陽南(城北) 佐竹真瑚(成章)
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№2

競　技　名 １　　位 ２　　位 ３　　位

1年100m 樫野太志(城北) 鶴田悠力(武雄青陵) 平山友翔(香楠)

2年100m 松本悠斗(諸富) 川﨑涼太(第五) 大宅峻介(武雄青陵)

3年100m 前田　亮(武雄) 小部龍乃介(城東) 納富智朗(城北)

共200m 佐取裕翔(早稲田佐賀) 奥田弘太(北茂安) 庄司優真(川副)

共400m 原田聖矢(香楠) 中村　篤(千代田) 岩崎倭士(早稲田佐賀)

共800m 三宮大器(小城) 梶原嘉人(武雄青陵) 横尾　翼(香楠)

1年1500m 北島康生(東明館) 吉木涼真(啓成) 住　祐希(伊万里)

共1500m 石丸宏幸(東与賀) 中島颯太(西部) 杉本翔二朗(東陵)

共3000m 佐藤光希(基山) 小川佳吾(小城) 小峰浩輔(唐津東)

共110mH 川上大輝(香楠) 古賀京介(有明) 小笠原巧(有明)

共4×100m 武雄青陵中 武雄中 城東中

共走高跳 古賀孝太朗(武雄青陵) 横田　愁(鳥栖) /坂本雄飛(鍋島) ＊

共棒高跳 松川好利(基山) ＊ ＊

共走幅跳 坂口陽人(小城) 永渕凱都(西部) 若林　快(致遠館)

共砲丸投 片渕晃大(有明) 古賀太庸(弘学館) 山﨑未來(神埼)

共三段跳 樋口陽仁(東与賀) 古賀広夢(鳥栖西) ＊

1年100m 石竹　唯(啓成) 海老原もえ(香楠) 中村優亜(武雄) 

2年100m 德永心奈(鏡) 松田ココ(附属) 下村羽那(城東) 

3年100m 毛利友香(早稲田佐賀) 鶴田恋子(清和) 古賀　葵(田代) 

共200m 新藤彩乃(香楠) 原田紗朱(鍋島) 上野桜子(致遠館) 

共800m 中島遙音(東原庠舎東部校) 川﨑琉愛(福富) 前田百伽(西部)

共1500m 黒川はる(基山) 前田華歩(啓成) 古川眞麻(嬉野)

共100mH 長尾夏鈴(鍋島) 辻　悠奈(清和) 山本彩華(香楠)

共4×100m 田代中 香楠中 鍋島中

共走高跳 神﨑　華(江北) 川浪明美(川登) 居石芙実(成穎) 

共走幅跳 大島美音(小城) 月岡輝楽々(小城) 松尾美樹(川登)

共砲丸投 今村　華(大和) 山﨑彩乃(小城) 井手優咲菜(昭栄) 

50m自 渋谷琥玲亜(ようどう館佐) 嘉村起努(アクセス佐賀) 池田将翔(GENEXイマリ)

100m自 渋谷琥玲亜(ようどう館佐) 副島翔悠(武雄ＳＣ) 嘉村起努(アクセス佐賀)

200m自 岩石莉空(ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島) 副島翔悠(武雄ＳＣ) 陣内孝太朗(ようどう館大)

400m自 岩石莉空(ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島) 歌野原誠仁(ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島) 草場大地(アクセス佐賀)

1500m自 市丸愛翔(ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島) 岩永琉聖(思斉) ＊

100m背 寺川琉之介(ビート伊万里) 岩永　悠(ようどう館佐) 関谷大空(アクセス佐賀)

200m背 寺川琉之介(ビート伊万里) 岩永　悠(ようどう館佐) 関谷大空(アクセス佐賀)

100m平 鶴田総司(ビート鳥栖)  枝吉瑚斉(致遠館) 江村颯太(ようどう館佐)

200m平 鶴田総司(ビート鳥栖)  佐藤想良(アクセス佐賀) 北村歩夢(Ｂ＆Ｇみやき)

100mバタ 岩永吉平(ビート伊万里) 野田絢汰(GENEXイマリ) 白水悠登(アクセス佐賀)

200mバタ 岩永吉平(ビート伊万里) 野田絢汰(GENEXイマリ) 白水悠登(アクセス佐賀)

200m個メ 市丸愛翔(ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島) 中村優希(アクセス佐賀) 歌野原誠仁(ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島)

フリーリレー ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島 アクセス佐賀 ようどう館大

メドレーリレー アクセス佐賀 ようどう館大 鍋島中

50m自 井手天舞(ビート伊万里) 西山和菜(ようどう館佐) 藤村琴海(Ｂ＆Ｇみやき)

100m自 井手天舞(ビート伊万里) 西山和菜(ようどう館佐) 岩谷瑞稀(GENEXイマリ)

200m自 百田絢美(ビート伊万里) 一木華澄(桜泳小郡ＳＳ) 德田　凜(ビート唐津)

400m自 森近まの(ビート伊万里) 山口真悠子(城東) ＊

800m自 森近まの(ビート伊万里) ＊ ＊

100m背 山口遥楓(ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島) 中嶋夕璃菜(Ｂ＆Ｇみやき) 宮﨑成美(武雄ＳＣ) 

200m背 山口遥楓(ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島) 中嶋夕璃菜(Ｂ＆Ｇみやき) 田中有咲(ようどう館大)

100m平 宮地桃加(ようどう館大) 橋本美花(Ｂ＆Ｇみやき) 今泉葉南(ベスト鳥栖)

200m平 永田涼佳(GENEXイマリ) 橋本美花(Ｂ＆Ｇみやき) 森　あきら(ようどう館佐)

100mバタ 坂本カリナ(ようどう館大) 吉田藍深(ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島) 石井若葉(GENEXイマリ)

200mバタ 坂本カリナ(ようどう館大) 石井若葉(GENEXイマリ) 永池美陽(ようどう館大)

200m個メ 向井　彩(ようどう館大) 平島香子(ビート鳥栖) 藤村琴海(Ｂ＆Ｇみやき)

400m個メ 向井　彩(ようどう館大) 吉田藍深(ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島) ＊

フリーリレー ようどう館大 思斉中 ＊

メドレーリレー ようどう館大 GENEXイマリ ＊

男子 団 体 有田中A 昭栄中A 三日月中/鳥栖・三神クラブ

女子 団 体 三日月中 芦刈中 鳥栖・三神クラブ/大和中

団 体 からつ相撲クラブA 神埼市相撲クラブ 小城市相撲クラブ/青木道場

個 人 佐藤蒼太(神埼市ク) 加茂蓮太朗(からつク) 前川卓斗(鎮西ク)/佐伯徒和(青木道場)

柔　　　　　道

男子

陸　上　競　技

女子

男子

水　泳　競　技

女子

相　　　  　撲 男子

※今年度に限り、クラブチームからの出場も認めたため、クラブチーム名で表記している競技があります。
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