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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 5/28 吉田　享介  (3) 10.87/-2.3

佐賀工業

川原　佑太  (3) 10.90/-2.3

龍谷高校

河津　皓大  (3) 11.20/-2.3

鳥栖工業

小部龍乃介  (2) 11.22/-2.3

佐賀工業　（予）11.16(-1.5)

浦田　慎平  (2) 11.30/-2.3

龍谷高校　（予）11.15(+0.2)

坂口　陽人  (2) 11.32/-2.3

佐賀工業　（予）11.10(+0.6)

山口　　響  (3) 11.40/-2.3

伊万里実

２００ｍ

４００ｍ 5/27 奥田　弘太  (2) 50.53

鳥栖工業

佐取　裕翔  (2) 51.16

早稲田

原　　直哉  (3) 51.53

伊万里実

山口　蓮斗  (3) 51.83

伊万里高　（準）51.40

廣瀬　輝一  (3) 51.84

武雄高校

久保田瑠人  (3) 52.09

佐賀工業

山口　泰征  (2) 52.83

神埼清明　（準）52.10

樋口　湧真  (2) 53.32

唐津東高　（予）52.33

８００ｍ 5/29 岡村　颯太  (3)  1:59.97

致遠館高　（準）1:59.22

牛嶋　勇斗  (1)  2:00.70

鳥栖工業　（準）1:58.13

塚本　正貴  (3)  2:01.09

三養基高　（準）1:57.87

江頭　大地  (3)  2:02.72

北陵高校　（準）1:58.49

佐藤　光希  (2)  2:02.75

鳥栖工業　（準）2:01.59

重松　宗誠  (3)  2:03.25

龍谷高校　（準）1:59.99

山北　竜大  (3)  2:04.09

佐賀工業　（準）2:02.03

石川　蒼大  (1)  2:06.27

鳥栖工業　（準）1:59.74

１５００ｍ 5/27 太田宗一郎  (2)  3:59.60

鳥栖工業

笠原　大輔  (3)  4:00.75

鳥栖工業

松江　耕輔  (3)  4:01.26

白石高校

峰松　旺丞  (2)  4:02.30

白石高校

出雲　雄也  (3)  4:02.35

伊万里高

田中　秀紀  (3)  4:02.46

白石高校

光岡　和哉  (3)  4:02.96

唐津工業

谷口　颯太  (3)  4:07.15

鳥栖工業

５０００ｍ 5/29 谷口　颯太  (3) 14:59.09

鳥栖工業

笠原　大輔  (3) 14:59.37

鳥栖工業

太田宗一郎  (2) 14:59.92

鳥栖工業

松江　耕輔  (3) 15:02.79

白石高校

光岡　和哉  (3) 15:03.22

唐津工業

田中　秀紀  (3) 15:08.97

白石高校

小峰　浩輔  (1) 15:13.64

唐津東高

島松　恭佑  (1) 15:28.26

唐津東高

110mH

(1.067/9.14m)

400mH

(0.914/35m)

5/28 大川内一真  (3) 53.56

致遠館高

田中　太陽  (3) 56.54

龍谷高校

藁科　彰人  (2) 56.62

早稲田

辻　　友哉  (3) 58.98

佐賀北高

岩澤　辰徳  (2)  1:00.04

鳥栖工業

中島　広瑛  (3)  1:00.99

佐賀工業

木下　侑冴  (3)  1:02.42

伊万里実　　（予）1:02.07

岩谷　実海  (2)  1:02.81

敬徳高校

3000mSC

(0.914m)

５０００ｍＷ 5/27 古川　照哉  (2) 22:48.09

鳥栖工業

土田　昂平  (3) 23:28.75

伊万里実

藤野　聖史  (3) 24:02.66

鳥栖工業

奥田　洋弥  (3) 24:53.12

鳥栖工業

４×１００ｍＲ 5/28 佐賀工業 42.07

小部龍乃介  (2)

吉田　享介  (3)

八並　大飛  (1)

森元　陽向  (1)

龍谷高校 42.25

浦田　慎平  (2)

川原　佑太  (3)

田中　太陽  (3)

福島　唯斗  (3)

鳥栖工業 42.59

西田　大帥  (3)

河津　皓大  (3)

奥田　弘太  (2)

原田　蒼真  (2)

武雄高校 42.84

前田　　亮  (2)

百﨑　智輝  (2)

廣瀬　輝一  (3)

大宅　峻介  (1)

致遠館高 42.90

松永　憲政  (1)

大川内一真  (3)

山口　　敦  (3)

牛島壮司朗  (1)

唐津東高 43.17

牧野　颯希  (3)

坂口　貴紀  (3)

樋口　湧真  (2)

岸川　雅也  (2)

佐賀北高 43.17

江頭　崇人  (2)　（予）42.92

松本　悠斗  (1)

内川　夢也  (2)

松本　大智  (3)

鳥栖高校 43.63

古賀健太郎  (3)　（予）43.50

槇　　慶高  (3)

山下　　慶  (2)

川上　大輝  (1)

４×４００ｍＲ

走高跳 5/29 古賀孝太朗  (2) 1m91

武雄高校

林　虎太郎  (3) 1m80

龍谷高校

木村　達哉  (2) 1m70

小城高校

福山　　直  (1) 龍谷高校 1m65

横田　　愁  (1) 鳥栖工業

原田　航綺  (3) 1m65

佐賀工業

小野　凉輔  (1) 1m60

致遠館高

福島　吏貴  (2) 1m55

致遠館高

棒高跳 5/28 和木田　翔  (2) 3m60

三養基高

中島　歩音  (3) 3m10

伊万里実

篠原　飛翔  (2) 2m70

神埼清明

走幅跳 5/27 牛島壮司朗  (1)   6m92/-0.3

致遠館高

山口　　響  (3)   6m65/+4.1

伊万里実　（公認）6m40(+0.1)

山口源太朗  (3)   6m62/-1.0

武雄高校

大坪　暖茉  (3)   6m48/+2.3

鳥栖工業　(公認）6m36(-1.9)

西村　碧空  (3)   6m46/+1.3

佐賀工業

辻　　友哉  (3)   6m38/-1.2

佐賀北高

坂口　陽人  (2)   6m32/-0.2

佐賀工業

太田　琉星  (1)   6m07/+3.1

鳥栖高校　（公認）5m93(-0.4)

三段跳

砲丸投

(6.000kg)

5/27 片渕　晃大  (2)  12m13

佐賀工業

福島　唯斗  (3)  11m71

龍谷高校

古賀　太庸  (1)  11m66

弘学館高

水田　悠哉  (3)  11m41

伊万里高

山口　陽大  (3)  11m26

神埼高校

谷口　翔哉  (3)  10m84

致遠館高

原　　優介  (3)  10m45

三養基高

片山　　光  (1)   9m39

唐津工業

円盤投

(1.750kg)

ハンマー投

(6.000kg)

5/28 水田　悠哉  (3)  45m73

伊万里高

原　　優介  (3)  37m93

三養基高

山口　陽大  (3)  35m97

神埼高校

片渕　晃大  (2)  34m30

佐賀工業

吉﨑　　優  (2)  30m21

伊万里高

中村　俊太  (2)  29m02

唐津南高

西　　康希  (2)  24m95

佐賀工業

小川　龍誠  (1)  16m28

佐賀工業

やり投

(0.800kg)

5/29 山下　蒼太  (3)  51m35

武雄高校

岡本　大樹  (2)  46m81

唐津南高

野口　翔晴  (3)  44m43

佐賀北高

今村　謙心  (3)  42m93

三養基高

小松　陽亮  (3)  41m82

鳥栖工業

松本　大智  (3)  41m01

佐賀北高

宮永　陸翔  (2)  39m24

多久高校

片淵一之介  (2)  39m23

有田工業

八種競技

100m-走幅跳-砲丸投-400m

110mH-やり投-走高跳-1500m

5/27
5/28

福島　唯斗  (3)  4452

龍谷高校

11.54/+1.0-5m48/+0.6-11m68-52.90

16.88/-2.1-37m72-1m70-5:36.52

松本　大智  (3)  4261

佐賀北高

11.36/+1.8-5m79/+0.2-8m67-51.65

17.05/-0.1-38m20-1m50-5:36.58

須賀　煌希  (2)  4169

敬徳高校

12.25/+1.8-6m05/+1.9-10m31-57.06

18.15/-0.1-38m54-1m60-5:01.59

堀　　祥瑛  (3)  4116

敬徳高校

11.55/+1.0-5m25/+0.2-8m49-52.71

19.62/-2.1-38m39-1m65-5:01.54

岩谷　実海  (2)  3109

敬徳高校

12.08/+1.0-4m86/+1.9-8m45-55.91-DNF/

32m75-1m55-5:30.27

金田　　航  (2)  2888

佐賀西高

12.33/+1.0-4m45/+4.5-6m78-58.74

21.12/-0.1-27m20-1m45-5:31.97

福田　彩人  (3)  2239

*C1 *C2龍谷高校

12.41/+1.8-4m72/+3.2-4m57-58.16-DNF/

5m06-1m25-5:15.40

公認最高 2192点 走幅跳 4m46/+1.5(283)

男子高
校

 5月27日  9:00 晴れ    26℃   48％ 北 0.7m/s

 5月27日 12:00 晴れ    29℃   35％ 北 2.4m/s

 5月27日 16:00 晴れ  29.0℃   35％ 北西 1.8m/s

 5月28日  9:00 晴れ  25.5℃   62％ 北東 0.9m/s

 5月28日 12:00 晴れ    29℃   46％ 南東 1.5m/s

 5月28日 16:00 曇り    28℃   51％ 南 4.7m/s

 5月29日  9:00 曇り  25.0℃   68％ 南南東 0.5m/s

 5月29日 12:00 晴れ    30℃   41％ 南 1.3m/s

トラック審判長　　　　　：田中　修司　

フィールド審判長（跳躍）：北村　　健

フィールド審判長（投擲）：山口　一誠

混成競技審判長　　　　　：丸尾野　仁之

凡例（*C2:走幅跳セカンドで公認最高/ *C1:追風参考(得点参考記録)）


