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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 濵部　莉帆  (3) 12.11/-1.1

伊万里実

德永　心奈  (1) 12.49/-1.1

佐賀北高

前川　帆乃  (1) 12.64/-1.1

伊万里実　（準）12.52(-1.4)

鶴田　恋子  (2) 12.81/-1.1

佐賀清和　（予）12.62(+0.2)

黒木　柚衣  (2) 12.88/-1.1

伊万里実

山田　沙來  (3) 12.99/-1.1

致遠館高　（予）12.74(+1.7)

古賀　　葵  (2) 13.09/-1.1

鳥栖商業　（予）12.88(+1.7)

山田　沙奈  (3) 13.22/-1.1

致遠館高　（予）12.98(+0.2)

２００ｍ 5/30 濵部　莉帆  (3) 24.56/+0.6

伊万里実

江口　蘭琉  (3) 24.96/+0.6

佐賀清和

前川　帆乃  (1) 25.52/+0.6

伊万里実

德永　心奈  (1) 25.67/+0.6

佐賀北高

原田　紗朱  (2) 25.87/+0.6

佐賀北高

鶴田　恋子  (2) 26.06/+0.6

佐賀清和

山田　沙來  (3) 26.20/+0.6

致遠館高

田尾友梨果  (2) 26.64/+0.6

鳥栖商業

４００ｍ 5/27 江口　蘭琉  (3) 58.27

佐賀清和

原田　紗朱  (2) 58.71

佐賀北高

堀田　佳奈  (3) 59.12

伊万里実

田中　愛珠  (3) 59.47

鳥栖高校

浦志　光里  (2) 59.80

伊万里実

田尾友梨果  (2) 59.87

鳥栖商業

下村　妃未  (3)  1:01.25

佐賀北高

松尾　優那  (1)  1:03.28

佐賀清和　（予）1:02.25

８００ｍ 5/29 前田穂乃香  (3)  2:13.29

白石高校

橋本　　奏  (3)  2:13.52

白石高校

堀田　佳奈  (3)  2:14.13

伊万里実

弓山　彩乃  (3)  2:15.94

佐賀清和

中島　遙音  (2)  2:20.30

白石高校

坂口　結音  (1)  2:26.16

佐賀清和　（準）2:24.96

川﨑　望加  (1)  2:30.10

佐賀清和　（準）2:29.15

岸川　莉菜  (3)  2:32.35

伊万里実　（準）2:30.04

１５００ｍ 5/27 橋本　　奏  (3)  4:32.79

白石高校

前田穂乃香  (3)  4:38.09

白石高校

保楊枝乃綾  (3)  4:40.36

佐賀清和

中島　遙音  (2)  4:45.00

白石高校

弓山　彩乃  (3)  4:49.24

佐賀清和

田中　美妃  (3)  4:57.83

佐賀清和　（予）4:57.30

古川　眞麻  (2)  5:07.37

鹿島高校

古賀　友梨  (3)  5:08.26

三養基高

３０００ｍ 5/30 橋本　　奏  (3)  9:38.23

白石高校

前田穂乃香  (3)  9:42.23

白石高校

保楊枝乃綾  (3)  9:47.32

佐賀清和

弓山　彩乃  (3)  9:54.72

佐賀清和

田中　美妃  (3) 10:19.86

佐賀清和

前田　百伽  (2) 10:33.60

白石高校

古川　眞麻  (2) 10:48.35

鹿島高校

古賀　友梨  (3) 10:49.97

三養基高

100mH

(0.838/8.5m)

5/30 加藤　奈々  (3) 14.89/+1.0

早稲田

長尾　夏鈴  (2) 15.04/+1.0

佐賀清和

松田　　凜  (3) 15.38/+1.0

佐賀北高

辻　　悠奈  (2) 15.40/+1.0

佐賀清和

古賀　美優  (3) 15.84/+1.0

鳥栖商業

三宮　和依  (2) 16.49/+1.0

佐賀清和

前迫　莉奈  (2) 16.57/+1.0

鳥栖商業

於保　逢美  (3) 17.18/+1.0

鳥栖高校

400mH

(0.762/35m)

5/28 江口　蘭琉  (3)  1:03.55

佐賀清和

山﨑　菜々  (3)  1:05.35

佐賀清和

加藤　奈々  (3)  1:06.05

早稲田

田中　愛珠  (3)  1:07.83

鳥栖高校

重富　音央  (3)  1:08.53

佐賀清和

古賀　美優  (3)  1:08.57

鳥栖商業

熊本　眞子  (2)  1:08.82

佐賀北高

前迫　莉奈  (2)  1:10.93

鳥栖商業

５０００ｍＷ 5/27 石原　真桜  (3) 26:27.61

佐賀清和

樋口　叶羽  (3) 26:57.85

佐賀清和

棚橋　　響  (3) 27:39.90

三養基高

坂井　志帆  (2) 28:40.65

佐賀清和

三浦　愛羅  (3) 31:18.65

有田工業

４×１００ｍＲ 5/28 伊万里実 47.90

黒木　柚衣  (2)

濵部　莉帆  (3)

前川　帆乃  (1)

浦志　光里  (2)

佐賀北高 47.95

原田　紗朱  (2)

德永　心奈  (1)

松田　ココ  (1)

下村　羽那  (1)

佐賀清和 48.49

江頭　煌莉  (3)

江口　蘭琉  (3)

長尾　夏鈴  (2)

鶴田　恋子  (2)

鳥栖商業 50.00

岩谷　凛暖  (3)

古賀　　葵  (2)

廣瀨　菜々  (2)

田尾友梨果  (2)

龍谷高校 50.21

坂上　舞衣  (2)

大塚　　凜  (3)

荒瀬　由奈  (1)

古賀　美来  (2)

早稲田 50.70

鴛渕　有咲  (2)　（予）50.63

加藤　奈々  (3)

林　久美子  (3)

毛利　友香  (2)

致遠館高 51.05

居石　芙実  (2)

山田　沙奈  (3)

大町優未子  (2)

山田　沙來  (3)

鳥栖高校 51.93

小山田愛生  (1)　（予）51.41

新藤　彩乃  (1)

山本　彩華  (2)

於保　逢美  (3)

４×４００ｍＲ 5/30 伊万里実  3:54.36

堀田　佳奈  (3)

濵部　莉帆  (3)

前川　帆乃  (1)

浦志　光里  (2)

佐賀北高  3:55.89

下村　妃未  (3)

向井　姫星  (3)

熊添　　萌  (3)

原田　紗朱  (2)

佐賀清和  3:59.12

山﨑　菜々  (3)

江頭　煌莉  (3)

鶴田　恋子  (2)

江口　蘭琉  (3)

白石高校  4:05.93

前田穂乃香  (3)

橋本　　奏  (3)

山口　　綾  (2)

前田　百伽  (2)

鳥栖商業  4:09.52

前迫　莉奈  (2)

田尾友梨果  (2)

相川　心海  (3)

古賀るうか  (2)

鳥栖高校  4:09.67

湯浅　心瑞  (3)

田中　愛珠  (3)

新藤　彩乃  (1)

於保　逢美  (3)

佐賀商業  4:17.77

坂口奈々美  (3)　（予）4:17.00

井手　麻妃  (2)

宮崎　詩歩  (2)

田尻　彩乃  (3)

三養基高  4:19.10

鶴田さくら  (3)

鶴　　遥奈  (3)

棚橋　　響  (3)

古賀　友梨  (3)

走高跳 5/27 桒原　　椿  (2) 1m53

武雄高校

山口　愛良  (1) 1m50

佐賀北高

田代　莉遠  (3) 1m45

伊万里実

大石　夏波  (2) 1m40

佐賀西高

長尾　夏鈴  (2) 佐賀清和 1m40

川﨑　恵月  (3) 鹿島高校

川浪　明美  (2) 1m40

鹿島高校

居石　芙実  (2) 1m35

致遠館高

棒高跳 5/27 時津　沙彩  (3) 2m20

神埼清明

坂井　優佑  (2) 2m00

致遠館高

走幅跳 5/29 松田　　凜  (3)   5m55/+2.6

佐賀北高　（公認）5m33(+2.0)

月岡輝楽々  (1)   5m28/+1.9

佐賀北高

松田　ココ  (1)   5m17/+3.2

佐賀北高　（公認）4m58(+1.9)

林　久美子  (3)   5m16/+3.1

早稲田　　（公認）5m11(+0.1)

多久　晴宇  (1)   5m14/+4.0

鳥栖高校　（公認）4m82(-0.2)

松尾　美樹  (2)   5m05/+2.1

白石高校　（公認）4m95(+1.9)

瓜生田朝子  (1)   4m94/+3.9

佐賀清和　（公認）4m53(+2.0)

宮﨑　希海  (1)   4m81/+2.8

致遠館高　（公認）4m60(+0.1)

三段跳 5/30 大島　美音  (2)  10m55/-0.3

佐賀北高

北島　夏波  (2)  10m33/+0.5

佐賀西高

林　久美子  (3)  10m28/-1.0

早稲田

熊本　眞子  (2)   9m81/-1.4

佐賀北高

奥田　明莉  (2)   9m75/+1.2

鳥栖商業

加茂　悠楓  (2)   9m65/-1.0

唐津南高

湯ノ口花恩  (2)   9m51/-1.5

三養基高

松尾　優那  (1)   9m28/-1.1

佐賀清和

砲丸投

(4.000kg)

5/30 宮原識水音  (3)  10m53

鳥栖高校

中島　　華  (2)  10m30

佐賀清和

西山　和世  (3)  10m25

佐賀商業

大塚　千暖  (3)   9m18

佐賀農業

平山　純菜  (3)   8m90

鳥栖工業

山口　愛心  (2)   8m71

佐賀清和

山﨑　彩乃  (2)   8m59

佐賀西高

関　惟久美  (1)   8m07

三養基高

円盤投

(1.000kg)

5/28 馬場　瑞稀  (2)  28m30

伊万里高

西山　和世  (3)  27m83

佐賀商業

近藤　葵音  (3)  27m57

佐賀清和

多田さくら  (3)  27m52

伊万里実

中村　涼風  (2)  27m20

鳥栖商業

山口　愛心  (2)  25m73

佐賀清和

西寄　彩華  (3)  24m48

佐賀清和

中田　真瑚  (3)  24m34

佐賀商業

ハンマー投

(4.000kg)

5/29 碇　　麻央  (3)  36m16

佐賀女子

中島　　華  (2)  33m28

佐賀清和

近藤　葵音  (3)  28m62

佐賀清和

青木　穂佳  (2)  28m53

唐津青翔

西山　和世  (3)  25m42

佐賀商業

杉山　実音  (3)  20m76

鳥栖高校

馬場　瑞稀  (2)  19m04

伊万里高

永渕夢來野  (1)  18m07

佐賀女子

やり投

(0.600kg)

5/27 中田　真瑚  (3)  42m14

佐賀商業

多良　綾奈  (3)  36m55

佐賀商業

中村　涼風  (2)  35m63

鳥栖商業

西寄　彩華  (3)  32m47

佐賀清和

木本　果林  (3)  32m37

三養基高

杉山　実音  (3)  31m76

鳥栖高校

前田　優夏  (3)  31m67

敬徳高校

古賀　愛望  (2)  29m17

佐賀女子

七種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m

走幅跳-やり投-800m

5/28
5/29

川浪　明美  (2)  3468

鹿島高校

16.78/+0.5-1m45-5m96-28.40/-4.1

4m66/-0.7-22m14-2:36.55

三宮　和依  (2)  3324

佐賀清和

16.71/+0.5-1m30-7m26-28.71/-4.1

4m23/-1.0-25m03-2:36.61

鶴　　遥奈  (3)  3254

三養基高

18.42/+0.5-1m30-8m03-28.81/-4.1

4m07/-0.8-28m16-2:32.34

前田　優夏  (3)  3208

敬徳高校

18.52/+0.5-1m30-7m66-29.92/-4.1

3m91/-0.2-34m70-2:33.86

田中　蒼唯  (2)  3175

鳥栖商業

17.25/+0.5-1m30-6m23-28.69/-4.1

4m90/+1.0-20m45-2:46.05

大串　芽生  (1)  3151

佐賀清和

18.60/+0.5-1m25-6m49-27.82/-4.1

4m56/-2.6-23m56-2:36.01

鴛渕　有咲  (2)  3137

早稲田

16.83/+0.5-1m40-6m31-29.31/-4.1

4m61/-1.1-13m88-2:41.58

石川　さや  (2)  3098

佐賀清和

19.03/+0.5-1m35-6m49-29.82/-4.1

4m99/+0.4-24m52-2:44.46

女子高
校

女子総合得点 佐賀清和 109.5点 佐賀北高 58点 伊万里実 51点 白石高校 43点 佐賀商業 22点 鳥栖商業 19点 早稲田 18点 鳥栖高校 17点

女子トラック得点 佐賀清和 79点 伊万里実 44点 白石高校 42点 佐賀北高 29点 早稲田 11点 鳥栖商業 9点 鳥栖高校 7点 三養基高 4点

女子フィールド得点 佐賀北高 29点 佐賀清和 24.5点 佐賀商業 22点 鳥栖高校 10点 佐賀西高 8点 鳥栖商業 8点 伊万里実 7点

早稲田

女子混成得点 鹿島高校 6点 佐賀清和 6点 三養基高 4点 敬徳高校 3点 鳥栖商業 2点


