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競　技

北九州陸上 男 ２位 鳥栖工業高校 総合 ３位 福富晃希（佐工） 100m

優勝 鳥栖工業高校 トラック ３位 横澤功吉（武雄） 800m

５位 佐賀工業高校 混成 ５位 堀田寛人（唐東） 800m

６位 敬徳高校 混成 ４位 光延　誠（鳥工） 1500m

優勝 光延　誠（鳥工） 5000m

２位 小池竣也（白石） 5000m

２位 藤　　政貴（伊商） 400mH

３位 橋本裕之（鳥工） 3000mSC

４位 川野敬介（鳥工） 3000mSC

５位 福田勇樹（鳥工） 3000mSC

優勝 安藤匡平（鳥工） 5000mW

２位 佐工（小林･福富･江口･古賀） 4×１00mR

３位 本山　遼（佐北） 走幅跳

５位 北島　巧（佐工） ﾊﾝﾏｰ投

（混成競技は４位までが
全国出場枠）→ ５位 光武恭平（佐工） 八種競技

〃 ６位 山口司貴（敬徳） 八種競技

女 ５位 鳥栖商業高校 混成 ２位 平井見季（白石） 1500m

２位 平井見季（白石） 3000m

６位 横石悠貴（白石） 3000m

４位 片山晴日（佐北） 400mH

４位 佐北（諸富･山本･門司･久保山） 4×100mR

５位 佐北（久保山･片山･西村･徳永） 4×400mR

３位 馬場美里（伊商） 走高跳

６位 古賀沙也加（佐商） 走高跳

５位 勝野有稀（清和） やり投

（混成競技は４位までが
全国出場枠）→ ６位 竹川和希（鳥商） 七種競技

ソフトテニス 男 優勝 塩田工業高校 ３位 三浦 昂・武田知大（佐工）

女 ２位 佐賀清和高校 ３位 江里口琳奈・山口真未（清和）

卓 球 男 ３位 江口泰慎・周 ｼｮｳ（北陵） ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

柔 道 男 ３位 最所大樹（佐商） 60kg級

３位 大石　源（佐工） 66kg級

女 ３位 池田安里（佐商） 57kg級

３位 永田　睦（小城） 70kg級

３位 辻村梨那（小城） 78kg超級

剣 道 男 ２位 久田松雄一郎（龍谷）

女 ３位 三養基高校

弓 道 男 ４位 蓮池勇也（鹿島）

体 操 男 ２位 鳥栖工業高校 ３位 仲田風雅（鳥工） 個人総合

　(仲田･谷･野口･大村･武富） 優勝 谷　健太朗（鳥工） 〃種目別ゆか

３位 仲田風雅（鳥工） 〃種目別つり輪

２位 仲田風雅（鳥工） 〃種目別跳馬

２位 仲田風雅（鳥工） 〃種目別平行棒

優勝 仲田風雅（鳥工） 〃種目別鉄棒
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体 操 女 優勝 鳥栖高校 優勝 龍　和貴子（鳥栖） 個人総合

　(北村･小畠･堤･龍･中原） ２位 小畠彩夏（鳥栖） 個人総合

３位 北村知穂（鳥栖） 個人総合

優勝 龍　和貴子（鳥栖） 〃種目別跳馬

２位 小畠彩夏（鳥栖） 〃種目別跳馬

３位 北村知穂（鳥栖） 〃種目別跳馬

優勝 龍　和貴子（鳥栖） 〃種目別
　段違い平行棒

２位 小畠彩夏（鳥栖） 〃種目別
　段違い平行棒

３位 北村知穂（鳥栖） 〃種目別
　段違い平行棒

優勝 龍　和貴子（鳥栖） 〃種目別平均台

２位 北村知穂（鳥栖） 〃種目別平均台

３位 池尻美緒（鳥栖） 〃種目別平均台

優勝 小畠彩夏（鳥栖） 〃種目別ゆか

２位 龍　和貴子（鳥栖） 〃種目別ゆか

３位 堤　あゆみ（鳥栖） 〃種目別ゆか

新 体 操 男 優勝 神埼清明高校 団体総合(2年ぶり) ２位 直塚研多（清明） 個人総合

　（簑原･三井所･竹田･冨本･ ２位 直塚研多（清明） 〃種目別ﾘﾝｸﾞ

　岡田･栗山･筒井･満武） ２位 直塚研多（清明） 〃種目別ﾛｰﾌﾟ

女 優勝 佐賀女子高校 団体総合(5年連続) ２位 松本愛香（佐女） 個人総合

（26回目） ３位 松本優香（佐女） 個人総合

　（小嶺･後藤･村口･小野･ ２位 松本優香（佐女） 〃種目別ｸﾗﾌﾞ

　羽田･竹内･徳永･田口） ３位 松本愛香（佐女） 〃種目別ｸﾗﾌﾞ

優勝 松本愛香（佐女） 〃種目別ﾘﾎﾞﾝ

３位 松本優香（佐女） 〃種目別ﾘﾎﾞﾝ

ソフトボール 女 優勝 佐賀女子高校

水泳 (競泳 ) 男 ３位 佐賀商業高校 優勝 松林耕一（佐商） 200m自

３位 松林耕一（佐商） 400m自

２位 小嶋純平（佐商） 200m平

２位 佐商（中島･松林・谷口･千綿） 400mR

２位 佐商（中島･松林・谷口･千綿） 800mR

４位 佐商（中島･小嶋･角･松林） 400mMR

女 ４位 佐賀学園高校 ２位 西早　櫻（佐学） 50m自

４位 西早　櫻（佐学） 100m自

４位 杠　真由美（佐学） 400m自

優勝 杠　真由美（佐学） 800m自

優勝 日髙彩香（佐学） 100m平

２位 日髙彩香（佐学） 200m平

水泳 (飛込 ) 男 優勝 佐賀商業高校 優勝 崎戸史也（佐商） 飛板飛込

優勝 崎戸史也（佐商） 高飛込

テ ニ ス 女 ２位 安上明里・田中千瑛（龍谷） ダブルス

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男 ４位 田中力斗（有工） 53kg級

優勝 松尾淳一（有工） 94kg級

ボ ー ト 男 優勝 唐西(田中･麻生･大木･浦川･濱口) 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ

女 ４位 横田翔子（唐商） ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ
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ヨ ッ ト 男 ２位 唐津西高校 団体種目→ ２位 唐西B（岡田奎樹･飯島　誠） FJ級ｿﾛ

（学校対抗） 〃　　　　 ２位 唐西（岡田･飯島･榊原･宮口） FJ級ﾃﾞｭｴｯﾄ

個人種目→ ３位 樋口　碧（唐西） ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級SRｿﾛ

女 ２位 唐津西高校 団体種目→ ２位 唐西C（池内友香･池内仁美） FJ級ｿﾛ

（学校対抗） 〃　　　　 ２位 唐西（池内友･池内仁･中山･牟田） FJ級ﾃﾞｭｴｯﾄ

個人種目→ 優勝 多田 緑（唐西） ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級SRｿﾛ

自 転 車 男 優勝 橋本瑠偉（龍谷） ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

４位 龍谷（橋本瑠偉･徳永隆之介･ ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ

　永田京佑･坂本晃次･古賀博史）

レ ス リ ン グ 男 ３位 鳥栖工業高校 ２位 嶋江翔也（鳥工） 55kg級

２位 渡邊貢輝（鳥工） 66kg級

優勝 執行大海（鳥工） 120ｋｇ級

ホ ッ ケ ー 男 ２位 伊万里商業高校

女 優勝 伊万里商業高校２年連続

な ぎ な た 女 ３位 牛津高校 ３位 白仁田　桂（佐東）

ア ー チ ェ
リ ー

男 ３位 高志館高校

女 ３位 高志館高校 ３位 遠藤あづさ（高志）

カ ヌ ー 女 優勝 野口夏子（神埼） WK-1

フェンシング 女 ４位 山﨑有華（佐商） ｻｰﾌﾞﾙ

駅 伝 競 走 男 優勝 小池竣也(白石) １区

３位 光延　 誠(鳥工) １区

３位 吉岡幸輝(白石) ５区

４位 坂本佳太(鳥工) ６区

４位 井筒幸一(鳥工) ７区

女 ４位 白石高校 ３位 平井見季(白石) １区

　（平井･内田･前田･山口･横石）


