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順位 校名(選手名) 種目 順位 選手名 種目

北 九 州 陸 上 男 優勝 鳥栖工業高校 総合　36.0点 ３位 早田駿斗（佐商） 200m

５位 野中聖弥（佐工） 200m

優勝 鳥栖工業高校 トラック　36.0点 ３位 杉　彩文海（鳥工） 1500m

５位 杉　彩文海（鳥工） 5000m

４位 古澤海人（鳥工） 110mH

３位 百田仁成（佐工） 400mH

優勝 中島阿廉（鳥工） 3000mSC

５位 佐々木亮輔（鳥工） 3000mSC

優勝 宮原空哉（鳥工） 5000mW

２位 姫野稀央（鳥工） 5000mW

４位 中垣遥暉（鳥工） 5000mW

２位 鳥工（末次･山下･大坪･堤） 4×400mR

５位 平野敬也（早佐） 円盤投

２位 白水　歩（佐工） ハンマー投

優勝 宮原力丸（佐商） やり投

女 ６位 永石小雪（佐北） 100m

３位 福田愛紗（清和） 400m

２位 佐賀清和高校 七種競技　5.0点 ５位 池田佳奈（佐北） 800m

６位 三養基高校 七種競技　1.0点 ５位 小松夕夏（唐東） 1500m

５位 有吉乃彩（佐北） 100mH

４位 有吉乃彩（佐北） 400mH

６位 武藤　実（清和） 5000mW

４位 清和（前山･辻･永田･福田） 4×400mR

６位 松本紗季（小城） 棒高跳

３位 月岡真珠（佐北） 三段跳

３位 藤野愛奈（佐商） ハンマー投

２位 瀬戸結水（清和） 七種競技

６位 井上琴乃（三高） 七種競技

※ 北九州陸上は６位以内掲載

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 男 ２位 佐賀工業高校 （１位ブロック）

５位 鳥栖工業高校 （２位ブロック）

サ ッ カ ー 男 ５位 佐賀北高校

女 ５位 神埼高校

バスケットボール 男 ５位 佐賀北高校

女 ５位 佐賀北高校

バレーボール 女 ３位 鳥栖商業高校

ソ フ ト テ ニ ス 男 ２位 佐賀工業高校

女 ３位 嬉野高校 ３位 宮原あかり・山田奈央（清和）

５位 原　華菜子・能美若奈（清和）

卓 球 男 ５位 敬徳高校

女 ３位 敬徳高校 ５位 本村凜子（鳥栖） シングルス

令和元年度  全九州大会上位成績　　（団体８位・個人８位以内）

競　技
団　体 個　人
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順位 校名(選手名) 種目 順位 選手名 種目

令和元年度  全九州大会上位成績　　（団体８位・個人８位以内）

競　技
団　体 個　人

柔 道 男 ３位 佐賀商業高校 優勝 近藤隼斗（佐工） 60kg級

３位 宮﨑琳太郎（佐工） 60kg級

優勝 田中龍馬（佐商） 66kg級

３位 岩瀬勝斗（佐商） 73kg級

５位 中村　絢（佐工） 73kg級

２位 小畑大樹（佐商） 81kg級

３位 井手拓朗（佐北） 81kg級

３位 寺戸将大（佐商） 90kg級

５位 岩本敬太（佐商） 100kg級

５位 大島進之助（佐工） 100kg超級

女 ２位 佐賀商業高校 ５位 田中　華（佐商） 48kg級

５位 佐賀工業高校 ２位 大石　凜（佐工） 52kg級

３位 山本　萌（小城） 52kg級

３位 庄野文香（佐工） 5７kg級

３位 鹿　歩夏（佐商） 63kg級

５位 雫田知美（小城） 63kg級

３位 古賀理帆（佐商） 70kg級

３位 古賀真里菜（佐工） 78kg級

２位 橋口茉央（佐商） 78kg超級

剣 道 女 ５位 三養基高校 ３位 井石優菜（佐学）

弓 道 男 ５位 佐賀北高校

女 ５位 唐津東高校

相 撲 男 ３位 稲又勇大（清和） 80kg級

３位 伊藤晃成（多久） 80kg級

３位 外尾祐樹（清和） 100kg級

５位 山口智春（清和） 100kg以上級

５位 新居頼二（唐工） 100kg以上級

体 操 男 ３位 鳥栖工業高校 団体総合 ８位 原　一総（鳥工） 個人総合

　(籾井･原･大坪･口見） ３位 大坪拓途（鳥工） ゆか

５位 原　一総（鳥工） ゆか

優勝 浜崎由晟（清和） つり輪

２位 籾井琉希（鳥工） つり輪

３位 大坪拓途（鳥工） 跳馬

７位 籾井琉希（鳥工） 跳馬

３位 大坪拓途（鳥工） 平行棒

５位 原　一総（鳥工） 平行棒

５位 籾井琉希（鳥工） 鉄棒
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順位 校名(選手名) 種目 順位 選手名 種目

令和元年度  全九州大会上位成績　　（団体８位・個人８位以内）

競　技
団　体 個　人

体 操 女 優勝 鳥栖高校 団体総合 優勝 野口祐美賀（鳥栖） 個人総合

　(野口･社家間･籾井･田島） ２位 社家間由希（鳥栖） 個人総合

２位 籾井野々華（鳥栖） 個人総合

４位 田島やまぶき（鳥栖） 個人総合

優勝 田島やまぶき（鳥栖） 跳馬

２位 野口祐美賀（鳥栖） 跳馬

３位 籾井野々華（鳥栖） 跳馬

６位 社家間由希（鳥栖） 跳馬

優勝 野口祐美賀（鳥栖） 段違い平行棒

２位 籾井野々華（鳥栖） 段違い平行棒

３位 社家間由希（鳥栖） 段違い平行棒

４位 田島やまぶき（鳥栖） 段違い平行棒

５位 古賀向日葵（鳥栖） 段違い平行棒

８位 土川　和（鳥栖） 段違い平行棒

優勝 野口祐美賀（鳥栖） 平均台

３位 社家間由希（鳥栖） 平均台

４位 籾井野々華（鳥栖） 平均台

５位 土川　和（鳥栖） 平均台

８位 田島やまぶき（鳥栖） 平均台

優勝 野口祐美賀（鳥栖） ゆか

２位 田島やまぶき（鳥栖） ゆか

３位 社家間由希（鳥栖） ゆか

４位 籾井野々華（鳥栖） ゆか

５位 社家間美羽（鳥栖） ゆか

８位 大隈愛望（鳥栖） ゆか

新 体 操 男 優勝 神埼清明高校 団体総合（５年連続） ２位 石橋知也（清明） 個人総合

　(太田･乾･川内･石橋･小野･中山･ ４位 吉留靖二（清明） 個人総合

　池田･副島) ２位 石橋知也（清明） スティック

４位 吉留靖二（清明） スティック

２位 石橋知也（清明） リング

５位 吉留靖二（清明） リング

女 ２位 佐賀女子高校 団体総合 ４位 松本　華（佐女） 個人総合

　(河野･中牟田･中山･松本･吉積･伊東･ ８位 中牟田乃亜（佐女） 個人総合

　枝折･原口) ３位 松本　華（佐女） ボール

８位 佐賀北高校 団体総合 ４位 松本　華（佐女） クラブ

　(原口･木下･房前･古賀･朝日･安住･ ７位 中牟田乃亜（佐女） クラブ

　稲垣･橘)

登 山 男 ５位 唐津東高校

　(山下･宮﨑･脇山･髙田)

女 ２位 唐津東高校

　(橋本･池田･岡本･松尾)
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順位 校名(選手名) 種目 順位 選手名 種目

令和元年度  全九州大会上位成績　　（団体８位・個人８位以内）

競　技
団　体 個　人

ソ フ ト ボ ー ル 女 優勝 佐賀女子高校 （２年連続１４回目）

水 泳 ( 競 泳 ) 男 優勝 大森涼奨（唐商） 50m自

７位 野田京聖（佐学） 400m自

優勝 野田京聖（佐学） 1500m自

５位 居石錬成（佐商） 100m平

３位 居石錬成（佐商） 200m平

７位 山本怜央（鳥栖） 200m平

５位 佐学（古川･野田･永渕･加藤） 4×200mR

女 ２位 佐賀商業高校 〈学校対抗〉 ３位 髙本彩未（佐学） 200m自

６位 佐賀学園高校 〈学校対抗〉 ４位 森田真維（佐商） 200m自

８位 佐々木きらら（鳥栖） 200m自

優勝 藤井みなみ（佐学） 400m自

３位 宮﨑彩子（佐商） 400m自

４位 森田真維（佐商） 400m自

６位 於保紫音（佐学） 400m自

優勝 藤井みなみ（佐学） 800m自

２位 宮﨑彩子（佐商） 800m自

４位 於保紫音（佐学） 800m自

８位 永島莉子（佐学） 800m自

２位 末廣真生（佐商） 100m背

２位 末廣真生（佐商） 200m背

４位 佐商（宮﨑･山口･末廣･森田） 4×100mR

５位 佐学（髙本･山口･永島･藤井） 4×100mR

４位 佐学（髙本･山口･於保･藤井） 4×200mR

６位 佐商（宮﨑･山口･於保･森田） 4×200mR

５位 佐商（末廣･宮﨑･末永･山口） 4×100mMR

８位 佐学（髙本･貞木･山口･藤井） 4×100mMR

水 泳 （ 飛 込 ） 女 優勝 致遠館高校 優勝 村山聖来（致遠） 高飛込

優勝 村山聖来（致遠） 3m飛板飛込

水 泳 ( 水 球 ) 男 ５位 佐賀東高校 〈学校対抗〉

テ ニ ス 男 ５位 菊池　翼･相原綾介（早佐） ダブルス

バ ド ミ ン ト ン 女 ２位 田中果帆・江里口玲奈（多久） ダブルス

ウエイトﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男 優勝 嶋江大悟（有工） 55kg級

３位 有冨　亮（有工） 96kg級

ボ ー ト 女 ３位 桐原初菜（早佐） シングルスカル

２位 唐津東(北村･隈本･塩多) ダブルスカル

ヨ ッ ト 男 優勝 唐津西高校 ［学校対抗］ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝﾀﾞｰ級 優勝 上園田心太浪（唐西） ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝﾀﾞｰ級

女 ４位 唐津西高校 ［学校対抗］合計得点106点

２位 唐津西高校 ［学校対抗］ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝﾀﾞｰ級 ２位 鈴木萌風（唐西） ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝﾀﾞｰ級

自 転 車 男 ２位 甲斐隼人（龍谷） 個人ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

８位 龍谷(甲斐･中村･牧瀬･藤松) チームﾊﾟｰｼｭｰﾄ

大会新

団体種目
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順位 校名(選手名) 種目 順位 選手名 種目

令和元年度  全九州大会上位成績　　（団体８位・個人８位以内）

競　技
団　体 個　人

レ ス リ ン グ 男 優勝 鳥栖工業高校 ［学校対抗］ 優勝 荒木瑞生（鳥工） 51kg級

優勝 尾西大河（鳥工） 55kg級

優勝 小野正之助（鳥工） 60kg級

２位 伊藤翔哉（鳥工） 60kg級

優勝 須田快晴（鳥工） 65kg級

優勝 小柴伊織（鳥工） 71kg級

２位 北村勇気（鹿実･鹿新） 80kg級

５位 吉田海耶（鳥工） 80kg級

優勝 芹川力亜（鹿実･鹿新） 92kg級

５位 藤田匠賢（鳥工） 125kg級

ホ ッ ケ ー 男 ３位
伊万里商業高校･
伊万里実業高校

女 ２位 伊万里商業高校･
伊万里実業高校

な ぎ な た 女 ５位 佐賀東高校 ５位 富吉由美（佐東） 個人試合

アー チェ リー 男 ５位 高志館高校 ５位 嶋田翔太（厳木） 個人

　（江口･山﨑･大坪）

女 ５位 高志館高校 ５位 浦部春雅（高志） 個人

　（田中･中尾･浦部） ５位 本田小稀（厳木） 個人

ボ ク シ ン グ 男 ５位 久原達喜（白石） ﾋﾟﾝ級(Aﾊﾟｰﾄ)

３位 寺田歩夢（高志） ﾗｲﾄﾌﾗｲ級(Aﾊﾟｰﾄ)

３位 山口友士（杵商） ﾌﾗｲ級(Aﾊﾟｰﾄ)

５位 宮原悠瑠（高志） ﾊﾞﾝﾀﾑ級(Aﾊﾟｰﾄ)

２位 宮原紳瑠（高志） ﾗｲﾄ級(Aﾊﾟｰﾄ)

５位 藤原壮馬（高志） ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ級(Aﾊﾟｰﾄ)

３位 赤司拓也（高志） ﾐﾄﾞﾙ級(Aﾊﾟｰﾄ)

５位 神代　甚（高志） ﾌﾗｲ級(Bﾊﾟｰﾄ)

 ５位 西　大雅（高志） ﾊﾞﾝﾀﾑ級(Bﾊﾟｰﾄ)

カ ヌ ー 男 ３位 大岩歩夢（神埼） K-1

４位 野田悠斗（鳥工） K-1

５位 川口竜輝（神埼） C-1

４位 神埼（川口･城島） C-2

フ ェ ン シ ン グ 男 ３位 佐賀商業高校 ［学校対抗］ ５位 岸川拓夢（佐商） エペ

　（井手･岸川･品川･福山･松本） ５位 井手龍希（佐商） サーブル

女 ３位 佐賀商業高校 ［学校対抗］ ５位 山田美羽（佐商） エペ

　（山田美･山田伊･魚永･鷲﨑･井上）
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順位 校名(選手名) 種目 順位 選手名 種目

令和元年度  全九州大会上位成績　　（団体８位・個人８位以内）

競　技
団　体 個　人

少 林 寺 拳 法 男 ３位 武雄高校 団体演武（団体種目） ３位 加藤涼太郎（鳥工） 自由単独演武

　（江頭･轟木･小楠･池田･東島･髙野･ ４位 江頭輝平（武雄） 自由単独演武

　　橋口(補）・福田(補)） ６位 千住蒼唯（鳥工） 自由単独演武

６位 亀崎優大・池田楓太（小城） 自由組演武

７位 轟木捷斗・小楠聖己（武雄） 自由組演武

女 ２位 武雄高校 団体演武（団体種目） ７位 宮原夢歩（武雄） 自由単独演武

　（鹿・諸岡･宮原･真﨑･前田･佐藤･ 優勝 鹿　彩乃・諸岡　彩（武雄） 自由組演武

　　平川(補）・古賀(補)）

新 人 陸 上 男 優勝 鳥栖工業高校 総合(24点） ７位 田中翔大（佐工） 100m

４位 山下昌峻（武雄） 200m

鳥栖工 ﾄﾗｯｸ（24点）　　　　　優勝 ６位 田中翔大（佐工） 200m

佐賀商 ﾌｨｰﾙﾄﾞ(6点)　　　　　７位 ２位 山下譲尊（鳥工） 400m

５位 末次優太郎（鳥工） 400m

３位 間瀬田純平（鳥工） 1500m

４位 溝上賢伸（白石） 1500m

６位 千代島宗汰（鳥工） 1500m

４位 園田　勢（鳥工） 5000m

優勝 髙山匠也（鳥工） 3000mSC

８位 多良周悟（鳥工） 3000mSC

４位 中垣遥暉（鳥工） 5000mW

８位 鳥工（北川･山下･那須･末次） 4×400mR

３位 久保田怜央（佐工） 走高跳

優勝 宮原力丸（佐商） やり投

７位 川端夏輝（敬徳） 八種総合

※ 九州新人陸上は８位以内掲載

女 ８位 佐賀北高校 総合(13点） ４位 永石小雪（佐北） 100m

５位 原口舞衣（佐北） 100m

佐賀北 ﾄﾗｯｸ（13点）　　　　　　５位 ６位 前山夏希（清和） 200m

８位 前山夏希（清和） 400m

８位 小松夕夏（唐東） 1500m

８位 永田彩七（清和） 400mH

２位 佐北（原口･永石･森田･白水） 4×100mR

４位 佐北（原口･永石･稲田･朝永） 4×400mR

７位 久原ひなた(武雄） 砲丸投

７位 草場環緒（武雄） 円盤投

５位 藤野愛奈（佐商） ハンマー投

　(注)ﾄﾗｯｸ､ﾌｨｰﾙﾄ得点計は､団体扱いではない｡

　(注)ﾄﾗｯｸ､ﾌｨｰﾙﾄ得点計は､団体扱いではない｡
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順位 校名(選手名) 種目 順位 選手名 種目

令和元年度  全九州大会上位成績　　（団体８位・個人８位以内）

競　技
団　体 個　人

駅 伝 競 走 男 ３位 鳥栖工業高校 ８位 杉　彩文海（鳥工） １区

２位 佐々木亮輔（鳥工） ２区

５位 園田　勢（鳥工） ３区

７位 奥田祥弥（鳥工） ４区

優勝 間瀬田純平（鳥工） ５区

４位 中島阿廉（鳥工） ６区

４位 三原伶王（鳥工） ７区

女 ３位 平島ゆゆ（白石） ４区

７位 古澤日菜向（清和） ４区

８位 山口咲栄（白石） ５区

　（杉･佐々木･園田･奥田･間瀬田･中島･三原）


