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１位 ２位 ３位 ３位 １位 ２位 ３位 ３位

男 鳥栖工 佐賀工 佐賀北

女 佐賀北 清和高 鳥栖商

2 ラグビーフットボール 男 佐賀工 鳥栖工 龍谷高

男 佐賀東 佐賀商 佐学高 唐津商

女 神埼高 武雄高 佐女高

男 佐賀東 唐津工 有田工

女 清和高 牛津高 佐賀北

男 佐学高 佐賀工 佐賀商

女 鳥栖商 佐賀北 鹿島実

 山口　大樹  重本　昇臣  重松　拓海  坂井　新亮

 小副川忠希・塩工  北島　　武・小城  大島　　樹・佐工  木下　悠貴・佐工

 松本　華穂  上野　璃乃  澤山　芽衣  橋野菜々美

 矢壁　奈々・清和  高柳　千佳・清和  川下　早希・鹿島  澤入　夕愛・清和

ｼﾝｸﾞﾙｽ  周　  ｼｮｳ ・北陵  原　　駿悟・敬徳  竹尾　　玲・北陵  力武　聖樹・佐商

 原　　駿悟  周　  ｼｮｳ  塘　　智博  石隈　就也

 安河内将士・敬徳  福島　晃弘・北陵  野口　正樹・佐商  前田　壮志・敬徳

ｼﾝｸﾞﾙｽ  内田　彩貴・佐商  古田　志炎・佐商  宮地　祐衣・佐商  糸山可那子・佐北

 秋丸加奈恵  田中　佑香  岩谷　有希  永吉　優香

 古田　志炎・佐商  内田　彩貴・佐商  小池菜穂美・佐商  本村　桃子・清和

60kg級  福地　翔磨・小城  多々良将人・佐工  福地　椋河・龍谷  西村　洸輝・龍谷

66kg級  松本　　真・佐商  森　　統哉・佐商  井上　雲龍・鳥工  吉田　聖也・北陵

73kg級  江田　千裕・佐北  伊藤　　嵐・佐商  吉原　誉貴・鳥工  鳥越　憲太・佐工

81kg級  福岡　賢晃・佐商  末次　啓資・鳥工  太朗丸裕平・佐工  森　　信介・小城

90kg級  大石大次郎・佐工  夏秋　　匠・龍谷  豊島　仁汰・佐商  糸山　朋宏・鳥工

100kg級  南里　方紀・佐工  井上　丈二・鳥工  宮崎　竜太・鳥工  内田　由春・佐北

100kg超級  福田　啓貴・龍谷  橋口孝志朗・佐工  平山　湧太・鳥工  山下　聖人・鳥工

48kg級  飯盛　未来・佐商  山本　佳奈・佐北  村上　　爽・鳥工 田中　風子・北陵

52kg級  小畑　樺奈・佐商  池田　百花・小城  藤田　優花・小城  大川内真美・伊商

57kg級  坂下　史華・佐商  中島　美希・塩工  山本　桃愛・佐商  田中　正子・小城

63kg級  西谷　史佳・小城  松雪明日香・鳥工  船山　美穂・北陵  鶴丸ひなの・佐商

70kg級  立石　千陽・鳥工  弓削　鳴南・鳥工  木下　朱音・佐農  三冨　有紀・小城

78kg級  中村茉那美・小城  深川　美冬・佐農

78kg超級  水原梨里花・小城

男 敬徳高 龍谷高 三養基  江下　一樹・龍谷  岡　健士朗・龍谷  家永　拓輝・白石  田原　悠丞・龍谷

女 三養基 白石高 龍谷高  井上　泰葉・龍谷  池田　麻奈・佐商  塚元さやか・三高  栗原　奈々・佐北

男 小城Ａ 武雄Ａ 早佐Ａ  徳永　佳佑・唐商  田中　忠之・多久  井手　聖也・伊高  

女 唐東Ａ 鹿島Ａ 唐西Ａ  金丸　結季・唐西  中山　亜美・武雄  對嶋　美玖・唐東

無差別級  岡本　　朗・多久  柴田　竜也・青翔  孫城　拓未・多久

100kg超級  孫城　拓未・多久

100kg未満級  岡本　　朗・多久  柴田　竜也・青翔  菊谷　勇斗・青翔

 80kg未満級  寺田　拓巳・青翔

男 鳥栖工 個人総合  小畠　康生・鳥工  中川　　駿・鳥工  二又慎太郎・鳥工

女 鳥栖Ａ 鳥栖Ｂ 個人総合  中原　未央・鳥栖  長　　彩華・鳥栖  石松　奈珠・鳥栖

男 清明高  栗山　　巧・清明

女 佐女高 清和高 佐賀北  松本　優香・佐女  松本　愛香・佐女  辻村　佳奈・佐女

男 佐賀工 三養基

女 唐津東 佐賀北 多久高

15 ソ フ ト ボ ー ル 女 唐津商 佐女高 牛津高 鹿島実

男 清和高 清明高 神埼高

女 清明高 清和高 佐女高

男 佐賀商 佐学高 唐津商

女 佐賀商 佐学高 致遠館

ｼﾝｸﾞﾙｽ  小峰　良太・龍谷  岡﨑　勇都・龍谷  青山　礼旺・龍谷  江頭　奏匠・龍谷

 小峰　良太  青山　礼旺  岩永　信哉  森　　崇行

 岡﨑　勇都・龍谷  江頭　奏匠・龍谷  岩永　柾輝・致遠  筒井　昭仁・鹿実

ｼﾝｸﾞﾙｽ  佐藤　成美・鳥商  高祖真美華・佐商  北村　千紘・致遠  品川　世凪・唐西

 金丸　成美  佐藤　成美  北村　千紘  三浦まるな

 高祖真美華・佐商  白武　七海・鳥商  福母　　望・致遠  有馬南々海・致遠

致遠館

唐津東致遠館

佐賀商鳥栖商

9

13

体 操

相 撲

柔 道

7

11

剣 道

新 体 操

8

水 泳

12

16

17

ハ ン ド ボ ー ル

14 登 山

牛津高 鹿島高

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

別紙のとおり

佐賀商

佐賀商

唐津東

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
武雄高

鳥栖工

敬徳高

佐賀商

佐賀商

鳥栖工

佐賀工

清和高 伊万里

北陵高

清和高

小城高

男

女

女

女

男

1 陸 上 競 技

男

別紙のとおり

団　　　　体 個　　　　　　　　　　人

塩田工 佐賀工

3 サ ッ カ ー

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル4

5 バ レ ー ボ ー ル

ソ フ ト テ ニ ス

卓 球

6

平成26年度 第52回 佐賀県高等学校総合体育大会　上位成績一覧　

鹿島実

18 テ ニ ス

10

男 龍谷高

男

弓 道

青翔高 多久高

女
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団　　　　体 個　　　　　　　　　　人

平成26年度 第52回 佐賀県高等学校総合体育大会　上位成績一覧　

ｼﾝｸﾞﾙｽ  小野麟太朗・唐南  阿部　柊斗・唐南  喜多　勇介・小城  森　　勇介・唐工

 小野麟太朗  作本　一晟  黒岩　和也  山口　真和

 阿部　柊斗・唐南  森　　勇介・唐工  善　　　元・唐南  松永　大季・武雄

ｼﾝｸﾞﾙｽ  毛利　未佳・佐女  伊達はるか・佐女  松本　典子・武雄  古賀菜々子・佐女

 伊達はるか  金子　茉鈴  井上　瑞紀  古賀菜々子

 毛利　未佳・佐女  志波　綾香・佐女  森田　貴帆・佐女  志波　寿奈・佐女

56kg級  佐々木翔太・有工

62kg級  井手　勇樹・有工  富永　聖也・有工  橋本　武樹・有工

69kg級  前濱　憂斗・有工  廣　　修悟・有工  平川　明宏・有工

77kg級  宮﨑　裕文・有工  久保田晃規・有工

85kg級  古賀　貴之・有工

105kg級  堀江　隆秋・有工

48kg級  中尾那奈美・有工

69kg級 川添　千織・有工

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ  永尾　優行・唐東  加治　時生・唐西  繁田　大河・唐東

 唐津東  唐津西Ａ  唐津西Ｂ

(永尾･田中) (加治･中山) (通山･市丸)

 唐津西

(加治･中山･通山･

市丸･長畑)

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ  千住　優花・唐西  牧山樹李亜・唐西  吉岡　春菜・唐東

 唐津東  唐津西  唐津商

(吉岡･石原) (牧山･渡辺) (丸尾･國元)

 唐津東

(石原･吉岡･横田･

小松･松尾)

 榊原　健人  楠瀨　和旺  宮﨑祐次郎

 坂本　大成・唐西　　 中山　　航・唐西  坂本祐一朗・唐西

 唐西(榊原･坂本･  海上(宮﨑･坂本)

 楠瀨･中山)

 樋口　　碧・唐西  城之木　信・唐西　　　・唐西 樋口　光聖

 小林　誠也・海上

 中山由紀美

 姫野　紗采・唐西

 唐西(中山･姫野)

 荒木　陽菜・唐東  増本　澄子・唐西

1000mﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ  坂田　康季・龍谷  川島　夏樹・龍谷  満生竜之介・龍谷

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ  坂田　康季・龍谷  満生竜之介・龍谷  川島　夏樹・龍谷

3,000m ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ  川島　夏樹・龍谷  坂田　康季・龍谷  満生竜之介・龍谷

ｹｲﾘﾝ  坂田　康季・龍谷  川島　夏樹・龍谷  満生竜之介・龍谷

50kg級  田代　拓海・鳥工  小森　諒輔・鹿実  荒巻　祐人・鳥工

55kg級  諏訪間翔太郎・鳥工  伊東　志稀・鳥工  鐘ヶ江祐耶・鹿実

60kg級  嶋江　翔也・鳥工  山本　隼平・鳥工  河村　謙信・鳥工

66kg級  平川　　廉・鳥工  平野　哲士・鳥工  池田　真人・鹿実

74kg級  嶋江　健太・鳥工  諸岡　唯希・鹿実  仁井　潤弥・鳥工

84kg級  宮崎　翔馬・鹿実  執行　優大・鳥工  松下　佳弘・鳥工

96kg級  宮原　尚之・鳥工

120kg級  土橋　幸平・鹿実  牟田　　翼・鳥工

個人試合  畠山　花菜・佐東  今村ゆかり・牛津  川崎　菜緒・佐東  草野　汐梨・佐東

 西村　諭美  今村ゆかり  東島  彩子  川崎　菜緒

 畠山　花菜・佐東  内野　麻衣・牛津  西村佳那代・佐東  富﨑あすか・佐東

唐海上

武雄高

小城高

佐賀工

佐女高

唐津東

バ ド ミ ン ト ン19

演技競技
牛津高佐賀東

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ

唐津東

早稲佐唐津西 唐津東

舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ

FJ級ｿﾛ

FJ級ﾃﾞｭｴｯﾄ

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

唐津南

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ

舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

唐津工

鳥栖工

男

女

男 唐津南

有田工

鹿島実

龍谷高

唐津東 唐津西 唐津商

レ ス リ ン グ

26 な ぎ な た

唐津西

21

女

男

女

20

女

男

男

男

自 転 車

24

23

ボ ー ト

有田工

ウエイトリフティング

ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級SR

FJ級ﾃﾞｭｴｯﾄ

ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級SR

22 ヨ ッ ト

女 唐津西

FJ級ｿﾛ
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１位 ２位 ３位 ３位 １位 ２位 ３位 ３位

団　　　　体 個　　　　　　　　　　人

平成26年度 第52回 佐賀県高等学校総合体育大会　上位成績一覧　

男 高志館 厳木高 個人試合  古賀　翔汰・高志  河上　智也・厳木  真弓　純治・佐工

女 厳木高 高志館 個人総合  川﨑みねか・厳木  毛利恵理子・厳木（高志） 宮原　唯希・厳木

ﾋﾟﾝ級  金谷　勇利・佐学  辻田　雄大・佐工

ﾗｲﾄﾌﾗｲ級  中島　竜太・高志  坂本　　祐・杵商  今泉　涼介・高志  古賀　弥礼・佐工

ﾌﾗｲ級  関　　拳児・佐学  中島　翔矢・高志  山田　郁海・高志  松本悠一朗・鳥商

ﾊﾞﾝﾀﾑ級  北村誠二郎・高志  高松　孝一・鳥商  ﾗﾌﾄﾝｶｲｴﾙ喜・佐工  宮地　達也・高志

ﾗｲﾄ級  坂井　誉尚・高志  吉田　智哉・鳥商

ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ級  室岡　寿明・高志  橋川　朋也・高志

ｳｪﾙﾀｰ級  香月　　翼・高志

組手  梶山　大地・龍谷  吉永　秀和・佐西  武富　星樹・杵商

形  松田　克礼・佐東  小田　竜生・杵商  武富　星樹・杵商

組手  和智あいか・佐東  正木　千晶・佐女  野方　　和・三基

形  古川　文菜・佐西  中島　瑠菜・佐北  山口　梨菜・佐東

K-1(500m)  菊田　和真・神埼  梅野　　龍・神埼  久保田大介・伊農

K-2(500m)  菊田　和真  西山　祐樹  内海　大志

 梅野　　龍・神埼  松尾　啓太・鳥工  松本　竜也・伊農

K-4(500m)  小倉、上田  久保田、内海

 西山、松尾・鳥工  松本、西原・伊農

C-1(500m)  佐藤　　光・神埼  吉村　光司・神埼  杉山　　慎・神埼

C-2(500m)  佐藤　光  武富　星河  中野　一樹

 吉村　光司・神埼  杉山　　慎・神埼  藤　　淳文・伊農

C-4(500m)  佐藤、吉村  中野、藤

 武富、杉山・神埼  山下、犬山・伊農

K-1(200m)  菊田　和真・神埼  上田　智也・鳥工  梅野　　龍・神埼

K-2(200m)  菊田　和真  西山　祐樹  内海　大志

 梅野　　龍・神埼  松尾　啓太・鳥工  松本　竜也・伊農

K-4(200m)  小倉、上田  久保田、内海

 西山、松尾・鳥工  松本、西原・伊農

C-1(200m)  佐藤　　光・神埼  吉村　光司・神埼  杉山　　慎・神埼

C-2(200m)  佐藤　光  武富　星河  中野　一樹

 吉村　光司・神埼  杉山　　慎・神埼  藤　　淳文・伊農

C-4(200m)  佐藤、吉村  中野、藤

 武富、杉山・神埼  山下、犬山・伊農

WK-1(500m)  森山　　萌・神埼  山口　真希・伊農  中島絵理香・伊農

WK-2(500m)  丸田　　栞  中島絵理香  松尾　佳歩

 山口　真希・伊農  川久保沙希・伊農  村岡　瑞紅・伊農

WK-4(500m)  中島、川久保

 丸田、山口・伊農

WK-1(200m)  森山　　萌・神埼  山口　真希・伊農  中島絵理香・伊農

WK-2(200m)  丸田　　栞  中島絵理香  松尾　佳歩

 山口　真希・伊農  川久保沙希・伊農  村岡　瑞紅・伊農

WK-4(200m)  中島、川久保

 丸田、山口・伊農

男 佐賀商 ﾌﾙｰﾚ  北村　誓哉・佐商  中島　健登・佐商  栗原　大揮・佐商

ﾌﾙｰﾚ  森　美奈子・佐商  福井　みか・佐商  竹内　実祥・佐商

ｴﾍﾟ  森　美奈子・佐商  竹内　実祥・佐商  大島　聖奈・佐商

ｻｰﾌﾞﾙ  小芦るり華・佐商  服部妃冬未・佐商  福井　みか・佐商

単独演武  樋渡　崚介・武雄  村山　弘和・小城  中尾　真徳・武雄

 小野圭一朗  山﨑　　航

 下田　渉太・武雄  山口　舞樹・武雄

単独演武  伊藤　美桜・神埼  蒲池　由佳・白石  江口　佳那・多久

 岸川　采芽  山田　登記  早ノ瀬　彩

 大川　怜奈・多久  塚原　聡美・武雄  川内　理央・武雄

杵島商

高志館 佐学高

佐賀北龍谷高

佐賀西鳥栖商佐賀北

佐賀商

組演武

伊農高

女

男
組演武

武雄高

鳥栖商

佐賀西

伊農高

女

神埼高

29

カ ヌ ー

女

少 林 寺 拳 法

31

32

30

27

フ ェ ン シ ン グ

空 手 道

神埼高男

ア ー チ ェ リ ー

女

男

男

佐賀東

28 ボ ク シ ン グ


