
佐賀県中学校体育連盟
競　技　名 １　　位 ２　　位 ３　　位

団体組手 附属中【初】 神埼中 江北中／福富中

団体形 江北中【３大会ぶり７回目】 神埼中 附属中／田代中

個組手 江下　蓮人（附属中） 下川　裕也（三根中） 永渕　倖弥（大和中）／亀川　英汰（大町ひじり学園)

個形 永渕　倖弥（大和中） 横田　怜大（芦刈中） 亀川　英汰（大町ひじり学園)／生島　弘翔（神埼中)

団体組手 鳥栖西中【３大会連続３回目】 田代中 大和中／城北中

団体形 鳥栖西中【３大会連続４回目】 田代中 三根中

個組手 牟田　悠姫（鳥栖西中) 奥村　友紀（鳥栖西中） 塩川　葵（鳥栖西中)／中山　春花（成章)

個形 宮崎　祥歩（鳥栖中） 周防　梨衣愛（大和） 牟田　悠姫（鳥栖西中)／山崎　ゆらら（多良中)

団体 第一中【１４大会ぶり５回目】 七山中 山内中／大和中

個単 岡本　倖大（第一中） 真木　康輔（七山中） 井上　温和（第一中）／緒方　龍一（北方中）

個複 稲富　将太・松本　悠誠（第一中） 徳重　瓢・久米　優佑（東原庠舎東部校） 姉川　昇生・嶋田　匠吾（七山中）／坂本　康成・中里　駿太（第一中）

団体 大和中【３大会ぶり１９回目】 第一中 基山中／肥前中

個単 永渕　友梨華（昭栄中） 中村　夏穂（大和中） 津山　侑愛（城東中)／山下　凛（山内中)

個複 西田　美夢・　渡邉　郁佳（第一中） 髙田　亜美・堀田菜々華（大和中） 岩本　はぐみ・上田　心愛（肥前中)／黒川　はる・古賀　華那音（基山中)

団体 附属中【４大会連続４回目】 致遠館中 早稲田佐賀中／城北中

個単 槇　侑聖（東与賀中） 川﨑　脩生（附属中） 福永　真大（田代中）／眞島　啓志郎（鳥栖西中）

個複 永田　耕太郎・橋野　豪志（附属中） 松浦　圭祐・小栁　諒真（武雄青陵中） 熊本　風雅・田中　音碧（神埼中）／中原　暖斗・光武　泰利（西部中）

団体 第一中【２大会連続４回目】 致遠館中 城北中／附属中

個単 森　音羽（鳥栖西中） 田代　祐乃（附属中） 草場　椎奈（田代中）／田嶋　和香奈（第一中）

個複 青山　桃子・田嶋　優里奈（第一中） 田中　千花子・古賀　倫子（附属中） 宮田　亜湖・加賀原　萌々（第一中）／北川　漣菜・永石　恭愛（城北中）

神埼中【４大会連続３０回目】 東原庠舎中央校 清和中

神埼中【３大会連続３０回目】 東原庠舎中央校・清和中 ＊

団体 ＊ ＊ ＊

個人総合 梅野　大地（大和） 秋山　謙次郎（鳥栖） 瀬口　寛太（鳥栖）

団体 田代中【４大会連続１３回目】 ＊ ＊

個人総合 中願寺　沙亜耶（田代中） 中本　結菜（田代中） 角　柚希（田代中）

団体 千代田中【初優勝】 神埼中 ＊

個人総合 中田　光乃介（神埼中） 田中滉誠（千代田中）

団体 城南中【３４大会ぶり５回目】 神埼中 川副中

個人総合 新留　美南（鳥栖西中） 荒木　柚里奈（千代田中） 武藤　瑠花（田代中）

致遠館中【１０大会ぶり２回目】 鍋島中 城北中

鍋島中【６大会ぶり２回目】 大和中 鳥栖西中

＊ ＊ ＊

村岡　尚哉（大和中） 若林　皇希（城東中） ＊

城北中【初】 唐津東中 鳥栖中

香楠中【初】 武雄中 鳥栖中

軟　式　野　球 諸富中【１０大会ぶり６回目】 鳥栖西中 基山中／成章中

ソフトボール 東部中【初】 西部中 有田中／千代田中

城南中【７大会ぶり７回目】 昭栄中 成章中／田代中

昭栄中【３大会連続１１回目】 成章中 江北中／有明中

嬉野中【初】 武雄中 有明中／脊振中

西部中【１９大会ぶり３回目】 牛津中 三日月中／東部中

団 体 塩田中【３大会ぶり１２回目】 西部中 城東中／三日月中

個 人 木下　琉希・小川　恭治（三日月中） 増山　広大・藤井　智暉（塩田中） 廣瀬　虎楠・山口　柊（塩田中）／門田　幸輝・宮原　優來（東脊振中）

団 体 小城中【４大会ぶり５回目】 海青中 牛津中／多良中

個 人 石井　胡桃・古賀　香音（小城中） 宮本　歩実・田代　愛花（小城） 中島　千尋・古賀　侑夏（小城）／森　陽愛・森　彩乃（牛津）

団 体 三日月中【３大会ぶり３回目】 第五中 城北中／国見中

個 人 髙田　健悟（三日月中） 豆田　遥都（城北中） 樋口　仁（福富中） ／ 牧野　輝（馬渡中）

団 体 東脊振中【４３大会ぶり４回目】 川副中 昭栄中／鍋島中

個 人 合志　友里（鍋島中） 山口　心愛（第五中） 松尾　悠華（有田中）／山本　結月（東脊振中）

団 体 有田中（２大会連続３回目） 昭栄中 伊万里中／芦刈中

50kg 級 浅田　大喜（有田中） 西村　海杜（大和中）／西　桜輝（有田中）

55kg 級 荒井　豪（昭栄中） 森永　倫平（芦刈中） 田中　拓実（北茂安中）／川口　眞（神埼中）

60kg 級 古賀　学（芦刈中） 田中　龍希（昭栄中） 川添　豪騎（諸富中）／濱野　晃太朗（大和中）

66kg 級 茶圓　純大（昭栄中） 彌永　康生（三日月中） 今村　春翔（伊万里中）／古川　幸樹（大和中）

73kg 級 赤石　翼（有田中） 松尾　元哉（有田中） 前田　朝輝（伊万里中）／山本　颯太郎（有田中）

81kg 級 野田　竜成（有田中） 池田　快（鳥栖西中） 田中　悠貴（小城中）／黒川　滉太（嬉野中）

90kg 級 山本　虎太郎（有田中） 久米　汰己（昭栄中） 福田　規史（三日月中）／木山　旺（伊万里中）

90kg 超 級 森田　羚我（有田中） 北島　弘琉（芦刈中） 草場　太琥（大和中）／梶山　拓海（有田中）

団 体 昭栄中（７大会ぶり７回目） 大和中 有田中／三日月中

40kg 級 副島　曖莉（大和中） ＊ ＊

44kg 級 田中　莉咲（大和中） 木下　萌菜（中原中） 城戸　柚美（有田中）／岡本　純和（鍋島中）

48kg 級 板橋　真子（昭栄中） 福田　まみ（思斉中） 江越　未侑（有田中）／鍋島　羚（第一中）

52kg 級 古賀　優愛（昭栄中） 田中　栞（大和中） 松尾　歩美（昭栄中）／永渕　愛美（大和中）

57kg 級 江口　優菜（神埼中） 江口　凛（湊中） 藤戸　愛里（昭栄中）／古賀　千愛（基山中）

63kg 級 小峰　葵結（昭栄中） 下村　姫咲稀（大和中） 野口　結生（昭栄中）／畑瀬　千愛妃（城北中）

70kg 級 神近　樹愛（嬉野中） 島内　莉瑚（小城中） 池田　愛理（大和中）

70kg 超 級 川頭　夏美（三日月中） ＊ ＊

団 体 神埼中【１６大会ぶり１２回目】 江北中 昭栄中／北茂安中

個 人 野中　遥稀（神埼中） 川内　夢翔（神埼中） 藤瀬　亮介（江北中）／笹川　大心（昭栄中）

団 体 大和中【３大会ぶり７回目】 三瀬中 神埼中／龍谷中

個 人 吉武　暁里（大和中） 橋本　陽菜（三瀬中） 楢橋　優那（大和中）／牛嶋　柚希（神埼中）

第一中【初】 北方中 鏡中

加茂　蓮太朗（浜玉中） 佐藤　蒼太（神埼中） 西山　瑛太（城東中）／佐伯　徒和（第一中）

サ　ッ　カ　ー 武雄中【５３大会ぶり３回目】 城東中 小城中／鍋島中

唐津東中【初】 啓成中 伊万里中

伊万里中【３１年ぶり４回目】 東原庠舎中央校 啓成中
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