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○　スポーツ優秀賞

《全国高等学校選抜大会》 (令和３年３月開催)

柔 道 男子60kg級 ５位 古賀大士郎 佐賀商

男子66kg級 ５位 古賀雅都 佐賀商

男子73kg級 ２位 田中龍雅 佐賀商

女子48kg級 ２位 近藤美月 佐賀商

女子57kg級 ５位 永松莉菜 佐賀商

女子63kg級 ２位 鹿　歩夏 佐賀商

女子無差別級 優勝 橋口茉央 佐賀商

体操(体操） 女子種目別跳馬 優勝 田島やまぶき 鳥栖高

体操（新体操) 男子団体 優勝 石橋知也 小野蒼天 中山蒼一朗 清明高

川内珠羅 村里剛一 副島悠吏

千代樵拓海 田中将太郎

男子個人総合 ６位 石橋知也 清明高

男子種目別ロープ ３位 石橋知也

ソフトボール 女子団体 優勝 大久保　凜 安東彩渚 石丸萌恵 佐女高

入口もえ 河野まひる 田島心菜

冨岡真那 野田小温 右田　雅

枝松愛子 江濱　杏 岡部七海

小松優月 椎葉希来 宗田花南

辻　奈奈 中尾彩月 西山　舞

レ ス リ ン グ 男子団体 優勝 尾西大河 小野正之助 片田晧之 鳥栖工

藤田匠賢 白川剣斗 須田　宝

飯塚康太 福地慧太 柿崎　覚

男子51kg級 優勝 白川剣斗

男子55kg級 ３位 尾西大河

男子60kg級 優勝 小野正之助

男子80kg級 ５位 飯塚康太

な ぎ な た 男子個人試合 ３位 吉田琉星 牛津高

女子団体 ３位 德永風香 米光　詩 内田　優 佐賀東

少林寺拳法 ７位 佐藤彩音 古賀文奈 武雄高

《全国高等学校総合体育大会》 　(令和３年７月･８月開催)

陸 上 競 技 優勝 田中翔大 佐賀工

３位 間瀬田純平 鳥栖工

５位 西坂　侑 鳥栖工

優勝 永石小雪 佐賀北

順位 氏         名 校 名

男子200m

女子自由組演武

競 技 種 目

男子1500m

男子3000mSC

女子100m

「令和３年度 佐賀県高等学校体育連盟表彰」一覧

競 技 種 目 順位 氏         名 校 名
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競 技 種 目 順位 氏         名 校 名

柔 道 ５位 大坪奨武 佐賀工

２位 橋口茉央 鹿　歩夏 森　静玖 佐賀商

中野弥花

優勝 近藤美月 佐賀商

５位 宇井柚葵 佐賀商

２位 森　静玖 佐賀商

３位 中野弥花 佐賀商

３位 橋口茉央 佐賀商

体操(体操) 女子団体 ４位 田島やまぶき 弓　和佳乃 籾井野々華 鳥栖高

曽根崎しずく

２位 曽根崎しずく

３位 田島やまぶき

４位 曽根崎しずく

７位 曽根崎しずく

２位 曽根崎しずく

体操(新体操) 男子団体 ２位 石橋知也 中山蒼一朗 小野蒼天 清明高

川内珠羅 村里剛一 浅田　匠

千代樵拓海 田中将太郎

男子個人総合 ３位 石橋知也

男子種目別ロープ ３位 石橋知也

男子種目別クラブ ３位 石橋知也

水泳(飛込) ３位 致遠館

３位 村山聖来 致遠館

３位 大内晴名 佐学高

４位 村山聖来

ヨ ッ ト ３位 上園田心太浪 唐津西

４位 市橋愛生 早稲佐

レ ス リ ン グ 男子団体 優勝 白川剣斗 尾西大河 小野正之助 鳥栖工

須田　宝 片田晧之 飯塚康太

甫木元起 藤田匠賢 福地慧太

河野兼多朗 柿崎　覚

男子55kg級 ２位 尾西大河

男子60kg級 優勝 小野正之助

男子80kg級 ５位 飯塚康太

男子92kg級 ５位 甫木元起

な ぎ な た 女子団体 ３位 德永風香 米光　詩 内田　優 佐賀東

北村真悠 江島心奏 江頭未空

加茂瑞希

女子個人試合 ３位 米光　詩

女子飛板飛込

学校対抗得点

女子団体

女子種目別跳馬

女子種目別跳馬

女子高飛込

女子個人78kg超級

女子個人総合

女子個人78kg級

女子種目別段違い平行棒

男子個人66kg級

女子個人48kg級

女子個人52kg級

女子個人70kg級

女子種目別平均台

女子飛板飛込

男子レーザーラジアル級

女子レーザーラジアル級
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競 技 種 目 順位 氏         名 校 名

少林寺拳法 男子組演武 ６位 髙野凌生 福田昴生 武雄高

女子組演武 ５位 佐藤彩音 古賀文奈 武雄高


