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平成２４年度　佐賀県高等学校総合体育大会大会 平成２４年６月１日(金)～４日(月) 決勝一覧
佐賀県総合運動場陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

2日 １００ｍ 福富　　晃希 (3) 10.74 藤田　　健嗣 (3) 11.06 中﨑　　龍真 (3) 11.07 岡本　　将宗 (3) 11.10 小林　　和馬 (3) 11.17 古賀　陽一郎 (2) 11.22 中島　　祐市 (1) 11.30 中山　　太郎 (2) 11.36

風:-0.4 佐　工 鳥　工 龍　谷 鳥　工 佐　工 佐　工 武　雄 鳥　栖

4日 ２００ｍ 藤田　　健嗣 (3) 21.89 福富　　晃希 (3) 21.94 岡本　　将宗 (3) 22.39 中島　　祐市 (1) 22.61 古賀　陽一郎 (2) 22.63 江口　　竜馬 (3) 22.91 中山　　太郎 (2) 22.99 佐伯　　優一 (2) 23.12

風:-2.0 鳥　工   [準決 21.63/+0.6] 佐　工   [準決 21.85/+1.2] 鳥　工 武　雄   [準決 22.03/+3.3] 佐　工   [準決 22.36/-0.6] 佐　工   [準決 22.32/+3.3] 鳥　栖   [準決 22.49/+1.2] 敬　徳   [準決 22.44/+3.3]

  　     [予選 22.73/-0.6]

1日 ４００ｍ 江口　　竜馬 (3) 49.42 堀田　　寛人 (3) 50.01 村田　　　奨 (2) 50.76 野口　　健太 (3) 51.40 納所　　千恩 (2) 51.50 江島　　聖人 (3) 51.51 松石　　　峻 (3) 51.82 中村　　公亮 (2) 52.07

佐　工 唐　東 敬　徳 致遠館 敬　徳 武　雄 鳥　工 有　工

男 3日 ８００ｍ 横澤　　功吉 (3)  1:57.14 穐本　　悠貴 (3)  1:57.15 堀田　　寛人 (3)  1:58.24 江口　　　丈 (3)  1:59.36 山下　　　亮 (2)  1:59.71 嘉村　　大悟 (1)  2:00.55 宮嵜　　大樹 (2)  2:00.99 福田　　大朗 (3)  2:02.38

武　雄 唐　東 唐　東 鳥　栖      [予選 1:57.51] 早稲田      [予選 1:59.52] 鳥　工 鹿　島      [予選 2:00.91] 武　雄      [予選 2:01.45]

子 1日 １５００ｍ 光延　　　誠 (2)  3:55.98 小池　　竣也 (3)  3:56.87 井筒　　幸一 (3)  4:02.69 小原　　麻樹 (3)  4:03.88 吉田　　伊吹 (3)  4:05.09 宇佐美　聖也 (3)  4:05.91 穐本　　悠貴 (3)  4:14.39 原口　　聖司 (3)  4:14.74

鳥　工 白　石 鳥　工 鳥　工 白　石 白　石 唐　東 伊万里

ト 3日 ５０００ｍ 光延　　　誠 (2) 14:49.69 川野　　敬介 (2) 14:52.48 小池　　竣也 (3) 14:56.00 松本　　流星 (3) 14:59.74 石橋　　優哉 (3) 15:03.10 吉田　　伊吹 (3) 15:03.20 山﨑　　智裕 (3) 15:20.41 馬場　　達也 (2) 15:45.26

鳥　工 鳥　工 白　石 白　石 鳥　工 白　石 佐　西 有　工

ラ 4日 １１０ｍＨ 安達　　力也 (3) 15.78 大園　　　佑 (2) 15.95 池田　　翔馬 (3) 16.23 弓　　　奏真 (3) 16.27 尾形　　将宏 (2) 16.52 横田　　龍矢 (2) 16.75 横山　　　誠 (2) 17.63

風:-1.2 佐　工 致遠館 唐　工 鳥　工 唐　西 佐　工 塩　工   [予選 17.54/-1.2]

ッ 2日 ４００ｍＨ 藤　　　政貴 (3) 54.58 安達　　力也 (3) 55.80 野口　　健太 (3) 56.65 福母　　啓詔 (3) 56.66 藤田　　悠輔 (3) 58.10 江頭　　佑紀 (1) 58.58 横田　　龍矢 (2) 58.73 長谷川　拓輝 (3)  1:00.70

伊　商 佐　工 致遠館 伊万里 唐　商 佐　北 佐　工 鳥　工        [予選 59.79]

ク 4日 ３０００ｍＳＣ 橋本　　裕之 (3)  9:27.44 川野　　敬介 (2)  9:28.48 土井　　政人 (3)  9:31.54 原口　　聖司 (3)  9:36.71 吉田　　伊吹 (3)  9:40.37 福田　　勇樹 (3)  9:41.66 稲冨　　智希 (2)  9:43.65 亀井　　雄一 (3)  9:54.49

鳥　工 鳥　工 白　石 伊万里 白　石 鳥　工 白　石 早稲田

1日 ５０００ｍＷ 安藤　　匡平 (3) 23:20.95 平山　　拓真 (2) 24:59.70 高尾　　　匠 (2) 25:14.73 佐伯　　魁青 (1) 32:31.66

鳥　工 鳥　工 鳥　工 佐　工

3日 ４×１００ｍ 佐　工       NGR 41.55 鳥　工 42.39 武　雄 42.58 敬　徳 43.31 龍　谷 43.31 鳥　栖 43.33 佐　北 43.48 佐　東 44.08

   小林　　和馬 (3)    松石　　　峻 (3)    樋渡　　大旗 (3)    木山　　光希 (3)    原田　　淑貴 (3)    草場　　興起 (3)    森木　　銀河 (3)    新郷　　弘晃 (3)

   福富　　晃希 (3)    藤田　　健嗣 (3)    井手　　雄一 (3)    鶴﨑　　　穣 (3)    香月　康太朗 (3)    橋本　　　敦 (2)    本山　　　遼 (3)    中野　　流星 (2)

   江口　　竜馬 (3)    有村　　聖人 (2)    江島　　聖人 (3)    市丸　　弘樹 (3)    中村　　勇介 (3)    松石　　宗斉 (3)    古賀　　健敬 (3)    中村　　謙介 (3)

   古賀　陽一郎 (2)    岡本　　将宗 (3)    中島　　祐市 (1)    佐伯　　優一 (2)    中﨑　　龍真 (3)    中山　　太郎 (2)    横山　　達哉 (3)    坂本　　康暢 (2)

4日 ４×４００ｍ 佐　工  3:17.46 鳥　工  3:20.14 佐　北  3:21.60 致遠館  3:23.54 武　雄  3:23.63 唐　東  3:23.74 敬　徳  3:23.97 伊　商  3:25.85

   古賀　陽一郎 (2)    有村　　聖人 (2)    副島　　健司 (2)    渡辺　　荘祐 (3)    井手　　雄一 (3)    川原　　賢哉 (3)    木山　　光希 (3)    長野　　駿平 (2)

   江口　　竜馬 (3)    藤田　　健嗣 (3)    本山　　　遼 (3)    大園　　　佑 (2)    江島　　聖人 (3)    青木　　　悟 (3)    村田　　　奨 (2)    藤　　　政貴 (3)

   池田　　聖志 (3)    岡本　　将宗 (3)    古賀　　健敬 (3)    倉員　　　匠 (3)    樋渡　　大旗 (3)    穐本　　悠貴 (3)    佐伯　　優一 (2)    立石　　拓也 (2)

   福富　　晃希 (3)    松石　　　峻 (3)    森木　　銀河 (3)    野口　　健太 (3)    横澤　　功吉 (3)    堀田　　寛人 (3)    納所　　千恩 (2)    川添　　　悠 (3)

3日 走高跳 光武　　恭平 (2) 1m80 樋口　　聖輝 (2) 1m75 東島　　　圭 (1) 鹿　島     1m70 黒田　　健太 (2) 1m70 古澤　　将斗 (1) 1m70 牟田　　　共 (3) 1m70 今村　　弘樹 (3) 三養基

男 佐　工 北　陵 原田　　淑貴 (3) 龍　谷 佐　北 鳥　工 佐　北 川内　　啓太 (1) 龍　谷

1m65

2日 棒高跳 水田　　裕基 (3) 3m80 瀬戸　　裕貴 (3) 3m80 古川　　翔太 (3) 3m20 大石　　斉寛 (3) 3m10 吉田　　竜也 (2) 2m70

子 唐　南 唐　南 有　工 神　埼 唐　南

1日 走幅跳 本山　　　遼 (3)   7m10 小林　　和馬 (3)   6m60 日出島　篤史 (1)   6m44 原田　　淑貴 (3)   6m37 藤竹　　基希 (3)   6m28 長野　　駿平 (2)   6m28 金子　　惇悠 (3)   6m24 吉村　　　剛 (2)   6m22

フ 佐　北 -0.0 佐　工 +0.6 佐　工 +1.2 龍　谷 +0.0 唐　工 +1.0 伊　商 -0.0 鳥　栖 +0.0 高志館 +3.2

4日 三段跳 本山　　　遼 (3)  14m05 小林　　和馬 (3)  13m46 長野　　駿平 (2)  13m40 藤竹　　基希 (3)  13m36 光武　　恭平 (2)  13m35 亀山　　義浩 (3)  12m84 池部　　雅人 (3)  12m61 原田　　淑貴 (3)  12m58

ィ 佐　北 +1.7 佐　工 -0.4 伊　商 -1.5 唐　工 -1.2 佐　工 -0.8 佐　工 -1.5 鳥　栖 +0.0 龍　谷 -0.3

1日 砲丸投 宮本　　聖也 (2)  12m47 北島　　　巧 (2)  12m33 古川　未希斗 (3)  11m46 西　　　朗楽 (3)  10m72 小林　昂太朗 (1)  10m43 草場　　興起 (3)  10m42 井手　　翔馬 (1)   9m98 久木原　航司 (3)   9m45

｜ 唐青翔 佐　工 佐　工 唐　南 鳥　工 鳥　栖 佐　工 致遠館

4日 円盤投 北島　　　巧 (2)  35m04 宮本　　聖也 (2)  33m95 原　　　優介 (2)  32m68 中島　　　暖 (3)  30m09 古川　未希斗 (3)  28m74 平林　　正義 (2)  27m99 西　　　朗楽 (3)  27m91 田久保　　聡 (3)  27m83

ル 佐　工 唐青翔 伊万里 伊万里 佐　工 清　明 唐　南 多　久

2日 ハンマー投 北島　　　巧 (2)  49m67 古川　未希斗 (3)  47m87 久木原　航司 (3)  31m66 片渕　　功輝 (3)  31m24 井手　　翔馬 (1)  30m61 原　　　優介 (2)  28m68 小林　昂太朗 (1)  27m36 平石　　　輝 (2)  24m77

ド 佐　工 佐　工 致遠館 塩　工 佐　工 伊万里 鳥　工 神　埼

3日 やり投 山口　　司貴 (3)  52m97 北村　　大将 (3)  52m25 齋藤　　健介 (3)  51m27 笠原　　　剛 (3)  50m80 大久保　圭悟 (2)  50m02 福田　　貴之 (3)  49m71 糸山　　浩二 (2)  48m40 今泉　　賢太 (3)  48m17

敬　徳 鳥　栖 伊　農 多　久 伊万里 早稲田 鹿　島 佐　北

８種総合得点 山口　　司貴 (3)  4952 光武　　恭平 (2)  4918 大園　　　佑 (2)  4788 日野　　雄太 (2)  3481 八尋　　駿弥 (1)  3274 宮﨑　　悠暉 (1)  3249 田中　　秀樹 (1)  3197 米村　　駿佑 (1)  3073

混 敬　徳 NPH 佐　工 NGR 致遠館 鳥　工 鳥　工 鹿　島 龍　谷 鳥　工

成 1日 100-LJ-SP-400 11.68-6m05-10m20-53.13 11.45-6m38-7m90-53.29 11.44-6m24-7m92-51.95 11.72-5m25-7m52-56.56 12.32-5m11-6m62-56.00 12.40-5m15-7m33-57.86 12.20-5m12-7m77-58.85 12.43-5m11-5m46-57.46

2日 110mH-JT-HJ-1500 16.96-53m48-1m65-4:37.89 17.31-42m24-1m82-4:29.95 16.17-24m31-1m76-4:26.51 22.23-42m88-1m40-5:15.81 21.24-25m69-1m45-4:55.22 20.49-19m67-1m45-4:48.44 20.30-21m22-1m45-5:07.45 23.08-32m72-1m40-4:57.17

( NPH:県高校新記録　／　NGR:大会新記録 )
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平成２４年度　佐賀県高等学校総合体育大会大会 平成２４年６月１日(金)～４日(月) 決勝一覧
佐賀県総合運動場陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

( NPH:県高校新記録　／　NGR:大会新記録 )
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平成２４年度　佐賀県高等学校総合体育大会大会 平成２４年６月１日(金)～４日(月) 決勝一覧
佐賀県総合運動場陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

2日 １００ｍ 山本　　果苗 (1) 12.47 諸富　有佳倫 (1) 12.52 筬　　亜依子 (3) 12.62 中島　　由貴 (2) 12.69 山下　　裕子 (3) 12.70 久保山　晴菜 (1) 12.78 松本　　華奈 (1) 12.80 安部　　瑞季 (2) 12.90

風:-0.6 佐　北 佐　北 伊　商 清　和 佐　商 佐　北 伊　商 鳥　商

女 4日 ２００ｍ 中島　　由貴 (2) 25.77 山下　　裕子 (3) 25.86 原　　　菜月 (1) 25.94 筬　　亜依子 (3) 26.17 門司　　望里 (3) 26.26 長田　　彩楓 (3) 26.44 江口　　美憂 (3) 26.52 樋口　　瑠香 (2) 26.64

風:-1.0 清　和   [準決 25.59/+0.1] 佐　商   [準決 25.68/+0.1] 佐　北   [準決 25.73/+1.4] 伊　商   [準決 25.94/+1.3] 佐　北   [準決 26.18/+0.1] 早稲田   [準決 25.90/+1.3] 牛　津   [準決 26.10/+1.3] 佐　商   [準決 26.17/+1.4]

子 1日 ４００ｍ 山下　　裕子 (3) 58.98 徳永　　結奈 (2) 59.48 秀島　沙弥香 (3) 59.67 西　　　未雲 (3)  1:00.07 西村　　莉子 (2)  1:00.72 長田　　彩楓 (3)  1:00.79 野口　　優子 (2)  1:00.81 溝口　　真友 (3)  1:01.51

佐　商 佐　北 武　雄 清　和 佐　北 早稲田 佐　西 牛　津

ト 3日 ８００ｍ 平井　　見季 (2)  2:18.05 諸岡　　咲子 (3)  2:18.66 横石　　悠貴 (1)  2:19.00 山添　　有起 (3)  2:20.19 中野　　和音 (3)  2:21.06 江口　　奈奈 (3)  2:21.95 西　　　未雲 (3)  2:27.01 江口　　敦子 (2)  2:27.02

白　石 清　和 白　石 多　久 唐　東 清　明 清　和      [予選 2:23.95] 鹿　島     [予選 2:24.97] 

ラ 1日 １５００ｍ 平井　　見季 (2)  4:29.73 横石　　悠貴 (1)  4:31.22 犬塚　　春花 (3)  4:39.60 前田　　愛梨 (2)  4:43.08 濵　　　希望 (2)  4:46.97 木場　詩穂子 (3)  4:47.11 浦川　　千穂 (3)  4:47.99 中原　　幸来 (1)  4:52.03

白　石 NGR 白　石 NGR 多　久 白　石 唐　東 多　久 伊　商 鹿　実

ッ 4日 ３０００ｍ 平井　　見季 (2)  9:23.64 横石　　悠貴 (1)  9:29.25 犬塚　　春花 (3)  9:42.28 前田　　愛梨 (2) 10:11.06 植松　佳那子 (2) 10:11.49 木場　詩穂子 (3) 10:11.81 荒川　　紅葉 (2) 10:14.29 吉岡　由華理 (3) 10:20.09

白　石 NGR 白　石 NGR 多　久 白　石 鹿　実 多　久 鹿　実 鹿　実

ク 4日 １００ｍＨ 片山　　晴日 (2) 15.01 江口　　美憂 (3) 15.24 福岡　　　桜 (1) 15.44 川端　麻奈未 (3) 16.04 木原　ありさ (1) 16.40 梅﨑　　皐生 (2) 16.41 松田　　宝子 (1) 16.46 白土　菜美子 (3) 17.12

風:+0.0 佐　北 牛　津 佐　北 佐　商 鳥　商 鳥　栖 鳥　商 神　埼

2日 ４００ｍＨ 片山　　晴日 (2)  1:03.73 溝口　　真友 (3)  1:05.97 朝長　　志帆 (3)  1:06.31 長田　　彩楓 (3)  1:06.48 中村　　和希 (3)  1:07.36 松田　　宝子 (1)  1:11.57 秋元　　理帆 (1)  1:12.40 西川　　千瑛 (2)  1:16.01

佐　北 牛　津 鳥　栖 早稲田 清　明      [予選 1:06.92] 鳥　商      [予選 1:08.54] 早稲田      [予選 1:12.10] 清　和     [予選 1:11.22] 

1日 ５０００ｍＷ 西江　　千秋 (3) 28:58.34 江口　　南美 (2) 30:03.41 岩永　　郁美 (2) 32:05.90 陣内　　友美 (3) 32:37.83 松本　　理沙 (3) 34:20.29

牛　津 佐　商 清　和 佐　商 唐　西

2日 ４×１００ｍ 佐　北 47.96 佐　商 49.00 清　和 49.41 伊　商 49.52 鳥　商 49.82 唐　商 50.62 牛　津 50.87 鳥　栖 50.91

   諸富　有佳倫 (1)    川端　麻奈未 (3)    福地　　　彩 (3)    岩永　　美咲 (2)    初村　　知華 (3)    渡邊　　茅乃 (2)    島ノ江　友美 (2)    梅﨑　　皐生 (2)

   山本　　果苗 (1)    山下　　裕子 (3)    中島　　由貴 (2)    筬　　亜依子 (3)    安部　　瑞季 (2)    浜崎　　都花 (2)    江口　　美憂 (3)    朝長　　志帆 (3)

   門司　　望里 (3)    樋口　　瑠香 (2)    北島　　華奈 (3)    馬場　　美里 (2)    畦間　　実咲 (3)    山下　　愛絵 (1)    矢川　　恵理 (3)    松雪　亜祐美 (3)

   久保山　晴菜 (1)    川原　久美子 (3)    勝野　　有稀 (1)    松本　　華奈 (1)    宮本　　奈々 (3)    坂本　　茉子 (3)    溝口　　真友 (3)    松雪　　愛理 (2)
4日 ４×４００ｍ 佐　北  3:58.11 清　和  3:59.40 伊　商  4:00.71 佐　商  4:00.91 武　雄  4:07.09 鳥　商  4:08.01 牛　津  4:09.65 鳥　栖  4:11.14

   徳永　　結奈 (2)    北島　　華奈 (3)    松本　　華奈 (1)    樋口　　瑠香 (2)    秀島　沙弥香 (3)    畦間　　実咲 (3)    溝口　　真友 (3)    朝長　　志帆 (3)

   片山　　晴日 (2)    勝野　　有稀 (1)    筬　　亜依子 (3)    古賀　沙也加 (3)    筒井　　瑞希 (2)    安部　　瑞季 (2)    矢川　　恵理 (3)    荒巻　　優希 (2)

   西村　　莉子 (2)    中島　　由貴 (2)    馬場　　美里 (2)    川原　久美子 (3)    藤崎　　智子 (3)    宮本　　奈々 (3)    岸川　　千花 (3)    梅﨑　　皐生 (2)

   原　　　菜月 (1)    西　　　未雲 (3)    岩永　　美咲 (2)    山下　　裕子 (3)    山下　　莉穂 (2)    初村　　知華 (3)    江口　　美憂 (3)    永江　彩央里 (3)

1日 走高跳 馬場　　美里 (2) 1m62 原　　妃代子 (3) 1m56 古賀　沙也加 (3) 1m56 鶴田　　真由 (1) 佐　商 1m45 片渕　　麻耶 (1) 1m45 西村　　　唯 (3) 清　和

伊　商 佐　東 佐　商 久保田　早紀 (1) 伊　商 龍　谷 鶴田　　美咲 (2) 鳥　商

女 太田　　千晶 (3) 伊万里 1m45

子 3日 走幅跳 弓削　　歩美 (2)   5m36 菅　　　瑞穂 (2)   5m26 北島　　華奈 (3)   5m05 一ノ瀬　　蘭 (2)   4m98 佐古　和歌子 (3)   4m85 馬場　　美里 (2)   4m84 矢川　　恵理 (3)   4m80 山下　　愛絵 (1)   4m76

フ 佐　北 +1.1 佐　商 -1.1 清　和 -0.4 佐　商 +2.2 致遠館 +0.4 伊　商 -0.0 牛　津 +0.6 唐　商 +2.9

ィ 4日 砲丸投 山本　　朋果 (3)  11m30 川﨑　菜津子 (2)  10m33 江口　　　綾 (3)  10m03 狩峰　　実咲 (3)   9m64 古谷　　友香 (3)   9m48 江口　　敦子 (2)   9m38 迎　　美智子 (3)   9m31 池田　　明穂 (3)   9m01

｜ 佐　商 牛　津 龍　谷 清　和 佐　商 小　城 致遠館 佐　商

ル 2日 円盤投 香月　　亜美 (3)  32m95 山本　　朋果 (3)  30m05 狩峰　　実咲 (3)  28m86 池田　　明穂 (3)  28m67 富永　　　茜 (2)  25m93 島　　　成美 (2)  24m57 幸松　　恵李 (2)  23m79 江口　　　綾 (3)  23m51

ド 清　明 佐　商 清　和 佐　商 清　和 佐　商 伊　農 龍　谷

1日 やり投 牟田　　百花 (3)  39m18 勝野　　有稀 (1)  38m63 柴田　　華帆 (3)  37m37 竹川　　和希 (3)  36m84 富永　　　茜 (2)  35m70 西田　　瑞穂 (1)  34m94 香月　　亜美 (3)  34m32 幸松　　恵李 (2)  33m73

鳥　商 清　和 鳥　商 鳥　商 清　和 致遠館 清　明 伊　農

７種総合得点 竹川　　和希 (3)  3789 山田　　歩実 (3)  3406 林　　　華子 (3)  3170 島　　　成美 (2)  3054 千綿　　由実 (3)  2998 副島　　彩花 (3)  2844 上今別府季加 (3)  2756 松尾　　香穂 (2)  2507

混 鳥　商 佐　商 佐　北 佐　商 佐　北 佐　西 嬉　野 鹿　島

成 2日 100mH-HJ-SP-200m 16.64-1m35-7m57-27.16 17.65-1m30-8m17-27.51 17.30-1m25-7m02-27.59 18.90-1m20-7m73-28.81 17.94-1m25-6m65-28.50 19.56-1m30-6m20-28.80 18.85-1m25-7m89-28.16 19.74-1m25-5m92-29.13

3日 LJ-JT-800m 4m45-37m69-2:39.29 4m49-21m12-2:33.02 4m13-18m66-2:33.77 4m29-31m07-2:44.79 4m30-18m36-2:37.48 4m09-23m20-2:40.78 3m81-20m84-2:54.96 4m03-16m95-2:49.78

( NPH:県高校新記録　／　NGR:大会新記録 )


