
佐賀県中学校体育連盟
競　技　名 １　　位 ２　　位 ３　　位

団体組手 大和中【２年ぶり２回目】 神埼中 香楠中／諸富中

団体形 大和中【初優勝】 鳥栖中 香楠中／相知中

個組手 森　奏翔（基里中） 中村　祐大（城南中） 久保田誓也（鳥栖中)／佐々木雄大（香楠中)

個形 北　莉暢（西部中） 周防聖来斗（大和中） 百武　裕星（城東中)／永渕　颯哉（大和中)

団体組手 鳥栖西中【２年連続２回目】 基山中 城南中／田代中

団体形 鳥栖西中【２年連続３回目】 相知中

個組手 岡本依央理（城東中） 㮈村　麻衣（鳥栖西中） 川原　琉花（鳥栖西中)／坂口　結香（基山中)

個形 岡本依央理（城東中） 川原　琉花（鳥栖西中） 坂口　結香（基山中)／㮈村　麻衣（鳥栖西中)

団体 七山中【２年連続１６回目】 第一中 川登中／大和中

個単 山田　愉（第一中） 澤田　文哉（玄海みらい学園） 山下　勝勲（山内中）／井之前勇真（基山中）

個複 姉川　怜生・大場　勇次（七山中） 坂本　燎亮・光富　琉華（七山中） 髙園　大斗・武富康斗己（大和中）／坂本　和輝・西澤　琥楠（大和中）

団体 第一中【初優勝】 大和中 牛津中／肥前中

個単 辻　彩七（第一中） 今泉明日香（牛津中） 永渕　妃香（大和中)／中村　夏穂（大和中)

個複 宮平のぞみ・楢﨑　杏南（第一中） 下村　彩花・古賀まな美（牛津中） 岸本　侑香・西田　美夢（第一中)／中島　愛唯・横尾　茜（大和中)

団体 附属中【３年連続３回目】 神埼中 城北中／武雄青陵中

個単 三溝　真人（附属中） 福永　航大（田代中） 俵　久倖（昭栄中）／岡本　宗磨（附属中）

個複 酒井　大輔・西村秀太郎（附属中） 善　恒希・志岐　颯太（神埼中） 新開　晴太・梅川　煌己（城北中）／古川　魁士・今村　潤矢（致遠館中）

団体 第一中【４年ぶり３回目】 大和中 東与賀中／致遠館中

個単 塚原　里帆（致遠館中） 仲村　悠花（大和中） 森　音羽（鳥栖西中）／友枝　夢（早稲田佐賀中）

個複 宮本　優芽・宮﨑　心雪（第一中） 青山　小桜・青山　桃子（第一中） 室屋　優羽・森永　鈴葉（大和中）／中村　倫子・倉津　奏音（七山中）

神埼中【３年連続２９回目】 清和中 東原庠舎中央校

神埼中【２年連続２９回目】 東原庠舎中央校 清和中

団体 ＊ ＊

個人総合 和木田　翔（鳥栖中） 西田　伊吹（鳥栖中） 中島　瑠生（成章中）

団体 田代中【３年連続１２回目】 鳥栖中

個人総合 山本　七海（田代中） 曽根崎しずく（田代中） 井口　佳玲（田代中）

団体 神埼中【３年連続１２回目】 千代田中

個人総合 浅田　匠（神埼中） 川内　珠羅（城西中） 溝田　気心（千代田中）

団体 神埼中【３年連続１０回目】 城南中 三日月中

個人総合 三角　桜花（附属中） 西木　明音（田代中） 松本　愛美（城東中）

鍋島中【２年連続２回目】 西部中 鳥栖中

大和中【２０年ぶり２回目】 北茂安中 鍋島中

高飛込 神田　新（成章中） 篠原　飛翔（大和中）

３ｍ飛板飛込 神田　新（成章中） 篠原　飛翔（大和中）

高飛込 大内　晴名（城北中） ＊

３ｍ飛板飛込 大内　晴名（城北中） ＊

武雄青陵中【２年ぶり４回目】 国見中 早稲田佐賀中

鳥栖中【２年ぶり２回目】 早稲田佐賀中 小城中

軟　式　野　球 西有田中【３０年ぶり２回目】 城北中 第一中／多良中

ソフトボール 大和中【２年連続１４回目】 千代田中 有田中／西有田中

江北中【８年ぶり３回目】 成章中 城東中／三日月中

昭栄中【２年連続１０回目】 城西中 神埼中／鍋島中

中原中【２６年ぶり５回目】 武雄中 江北中／三日月中

玄海みらい学園【２年連続２回目】 多良中 西部中／有田中

団 体 西部中【１７年ぶり５回目】 塩田中 城西中／鍋島中

個 人 井田　隼介・中島　繁人（西部中） 小川裕太郎・橋本　大翼（西部中） 下田　愛翔・百田　鉄馬（嬉野中）／浜野　航輔・川添　康永（小城中）

団 体 多良中【２年連続７回目】 小城中 三日月中／大和中

個 人 松本　結衣・峰松　真弓（多良中） 國司　瑞姫・岡本ないる（小城中） 秀島　凛・樋渡　彩乃（小城中）／宮本　歩実・田代　愛花（小城中）

団 体 馬渡中【初優勝】 海青中 福富中／三日月中

個 人 牧山　涼太（馬渡中） 浦川　聖琉（国見中） 德森　鴻明（馬渡中）／峯　唯人（大野原中）

団 体 第五中【初優勝】 川副中 東脊振中／城南中

個 人 山田　綾夏（鏡中） 山口　心愛（第五中） 松尾　悠華（有田中）／江頭結生佳（川副中）

団 体 有田中【３年ぶり２回目】 三日月中 昭栄中／湊中

50kg 級 松尾弘史郎（昭栄中） 西村　涼（基山中） 有森　隼仁（西部中）／茶圓　純大（昭栄中）

55kg 級 田中　龍雅（昭栄中） 大久保竜真（有田中） 片岡　陽誠（有田中）／久保龍之介（昭栄中）

60kg 級 大坪　奨武（三日月中） 清瀬　雄大（昭栄中） 古賀　大翔（昭栄中）／宮田　孝匡（湊中）

66kg 級 小峰　悠稀（有田中） 増本　夢玄（三日月中） 原田　夢叶（伊万里中）／石松　廉（上峰中）

73kg 級 吉井　嶺登（第一中） 久米　現己（昭栄中） 植松　恭平（西部中）／海田　賢人（多良中）

81kg 級 岡島龍太郎（三日月中） 相良　卓宜（昭栄中） 中山　慶（有田中）／荒巻　幸平（有田中）

90kg 級 𠮷富　迅人（上峰中） 橋本　巧海（西部中） 山本虎太郎（有田中）／金子　達哉（有田中）

90kg 超 級 長野　佑亮（伊万里中） 空閑　蒼汰（有田中） 西　明虹（三日月中）／塙　龍ノ介（昭栄中）

団 体 有田中【初優勝】 武雄中 牛津中／基山中

40kg 級 川口　華（神埼中） 江口　寿音（鳥栖西中） 柴田　真菜（城南中）／浦川　海來（伊万里中）

44kg 級 山口　心愛（有田中） 樋渡さくら（大和中） 板橋　真子（昭栄中）／瀬﨑　希（武雄中）

48kg 級 近藤　美月（有田中） 森永　結子（芦刈中） 品田　帆音（基山中）／梅山　華音（鳥栖中）

52kg 級 江口　美羽（牛津中） 野中冬桜子（基山中） 松島　里奈（三日月中）／本村　莉菜（芦刈中）

57kg 級 永松　莉菜（武雄中） 木下　恭華（中原中） 江島　未桜（東脊振中）／池田　萌恵（昭栄中）

63kg 級 森田　悠來（有田中） 永田結菜佳（牛津中） 原　優里杏（諸富中）／神近　樹愛（嬉野中）

70kg 級 古賀　水彩（基山中） 鶴田　遥風（昭栄中） 山口　夏穂（牛津中）／宗田　桜来（東原庠舎東部校）

70kg 超 級 大坪　夕栞（武雄中） 宮田　麻衣（湊中） 花田眞奈美（東原庠舎西渓校）／

団 体 龍谷中【９年ぶり４回目】 北茂安中 三瀬中／小城中

個 人 武田　侑弥（北茂安中） 原田　恭輔（思斉中） 福島　康平（三瀬中）／只隈　匠（龍谷中）

団 体 三瀬中【４年ぶり９回目】 神埼中 大和中／龍谷中

個 人 井石　愛菜（大和中） 藤﨑　柚萌（三瀬中） 一番ヶ瀬陽（大和中）／嶋内さおり（三瀬中）

北方中【３年連続５回目】 海青中 佐志中／

東島　翔（北方中） 宮本　陸矢（海青中） 藤松　正宗（佐志中）／島ノ江貴斗（北方中）

サ　ッ　カ　ー 城東中【初優勝】 武雄中 附属中／大和中

塩田中【２年連続５回目】 東原庠舎中央校 神埼中

塩田中【２年連続３回目】 啓成中 東原庠舎中央校
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