
平成２７年度 全国高等学校総合体育大会 　秩父宮賜杯　第６８回　全国高等学校陸上競技対校選手権大会 佐賀

都  道  府  県  予  選  会  成  績  表 佐賀県総合運動場 陸上競技場 平成２７年５月２９日(金)～６月１日(月)

種　目 参加数 風力 １ ２ ３ ４ ５ ６

5月30日 １００ｍ 110 +0.2 10.54 野上　雅弘 (3) 佐学園 10.86 松尾　太雅 (2) 武　雄 10.98 川久保誓也 (3) 佐　工 10.99 宮﨑麟太郎 (3) 佐　北 11.02 野中　竣介 (3) 小　城 11.05 中村　玲雄 (2) 佐　工

6月1日 ２００ｍ 107 -2.9 21.70 野上　雅弘 (3) 佐学園 22.06 宮﨑麟太郎 (3) 佐　北 22.30 松尾　太雅 (2) 武　雄 22.50 大野　貴裕 (3) 佐　北 22.57 川久保誓也 (3) 佐　工 22.60 中村　玲雄 (2) 佐　工

5月29日 ４００ｍ 93 49.84 大野　貴裕 (3) 佐　北 49.88 川久保誓也 (3) 佐　工 50.50 土井　雅稀 (2) 龍　谷 51.48 小柳　奨輝 (2) 武　雄 51.55 森山　英雄 (3) 早稲田 51.57 進藤　優吾 (3) 鳥　工

5月31日 ８００ｍ 97  1:58.84 添田　知宏 (3) 鳥　工  1:59.37 中尾　浩司 (2) 伊　商  1:59.41 北島　佳明 (3) 佐　北  1:59.83 好　　貴久 (3) 鳥　工  1:59.97 三俣　友作 (1) 鳥　工  1:59.99 執行　陽介 (3) 三養基

5月29日 １５００ｍ 96  3:58.41 添田　知宏 (3) 鳥　工  4:00.41 宗　　直輝 (3) 鳥　工  4:00.85 西野　匠哉 (3) 鳥　工  4:08.57 藤家　大介 (3) 白　石  4:12.10 北島　佳明 (3) 佐　北  4:12.13 副島　将平 (3) 白　石

5月31日 ５０００ｍ 69 14:57.12 西野　匠哉 (3) 鳥　工 15:00.76 藤家　大介 (3) 白　石 15:06.42 宗　　直輝 (3) 鳥　工 15:39.70 大坪桂一郎 (3) 鳥　工 15:41.49 副島　将平 (3) 白　石 15:42.22 川原　　信 (3) 有　工

6月1日 １１０ｍＨ 20 -2.2 15.91 島ノ江晃史 (3) 佐　工 16.12 三好　正洋 (1) 佐　工 16.13 大島　遼馬 (3) 嬉　野 16.29 福井　悠真 (3) 佐　北 16.41 古田　　廉 (2) 龍　谷 16.85 野中　廉也 (2) 龍　谷

5月30日 ４００ｍＨ 21 55.15 野﨑　竜暉 (3) 唐　商 55.89 大島　遼馬 (3) 嬉　野 57.22 重松　智樹 (3) 鳥　工 57.68 山口　瑞貴 (3) 唐　東 57.84 益山　祐貴 (3) 唐　商 57.98 永尾　大樹 (1) 敬　徳

6月1日 ３０００ｍＳＣ 52  9:38.88 井手　孝一 (2) 鳥　工  9:46.63 好　　貴久 (3) 鳥　工  9:49.73 江口　翔太 (2) 白　石  9:52.06 松下　　良 (3) 鳥　工  9:53.27 小森　聡史 (3) 鹿　島  9:54.15 四辻　　巧 (3) 有　工

5月29日 ５０００ｍＷ 7 22:49.70 村上　寛佳 (3) 鳥　工 23:07.18 渕上慶一郎 (3) 鳥　工 26:05.86 山下　尊士 (2) 鳥　工 30:24.99 堤　　稜馬 (2) 敬　徳 30:56.18 山田　稜弥 (3) 佐　工 35:32.95 北村　左京 (3) 佐　工

5月31日 ４×１００ｍ 31 42.18 園田　拓海 (2) 佐　工 42.25 古川　剛正 (3) 佐　北 42.71 小川　僚一 (3) 龍　谷 42.84 小泉　徹幸 (1) 早稲佐 43.01 古川　新悟 (3) 小　城 43.03 中島　啓貴 (2) 武　雄

川久保誓也 (3) 大野　貴裕 (3) 小森　貴仁 (3) 大隈　藤平 (2) 野中　竣介 (3) 松尾　太雅 (2)

松田　和将 (3) 錦織　真寛 (1) 古田　　廉 (2) 吉貝　元徳 (3) 田中　秀人 (2) 竹下　　卓 (2)

中村　玲雄 (2) 宮﨑麟太郎 (3) 土井　雅稀 (2) 森山　英雄 (3) 石橋　聖我 (3) 牛島　海斗 (2)

6月1日 ４×４００ｍ 28  3:18.27 古川　剛正 (3) 佐　北  3:19.94 松永　　誠 (3) 鳥　工  3:20.51 田中京太郎 (2) 佐　工  3:20.77 松本奏一郎 (2) 武　雄  3:21.08 小森　貴仁 (3) 龍　谷  3:24.76 波多　隆成 (2) 早稲佐

大野　貴裕 (3) 進藤　優吾 (3) 中村　玲雄 (2) 小柳　奨輝 (2) 古田　　廉 (2) 森山　英雄 (3)

山﨑　一輝 (2) 山下　義生 (2) 島ノ江晃史 (3) 淵　啓太郎 (3) 高尾　燿平 (3) 小林　大悟 (3)

宮﨑麟太郎 (3) 権藤　宏希 (3) 川久保誓也 (3) 松尾　太雅 (2) 土井　雅稀 (2) 吉貝　元徳 (3)

5月31日 走高跳 22 1m97 野中　廉也 (2) 龍　谷 1m88 光武　宏晟 (3) 佐　工 1m85 松尾　修平 (3) 鳥　工 1m85 千綿　　丈 (3) 龍　谷 1m80 柴田　康平 (3) 佐　北

小林　大悟 (3) 早稲田

5月30日 棒高跳 8 3m90 川原　直也 (1) 佐　工 3m50 井本　　翔 (3) 唐　南 3m10 諸石　和也 (3) 武　雄 2m90 平野　雄一 (2) 龍　谷 2m70 小柳　奨輝 (2) 武　雄

5月29日 走幅跳 64 ●   7m26 小森　貴仁 (3) 龍　谷   6m83 大隈　藤平 (2) 早稲田   6m78 宮原　奨平 (3) 三養基   6m72 荒木　　太 (2) 三養基   6m55 堤　　紘熙 (1) 佐　工   6m46 木場　琢人 (3) 唐　工

+1.5 -0.8 -0.5 +2.0 +0.7 +1.5

6月1日 三段跳 29  14m36 島ノ江晃史 (3) 佐　工  13m54 谷本　直輝 (2) 多　久  13m16 中原　真信 (3) 鳥　栖  13m13 園田　雄基 (3) 佐　工  13m05 増田　雄太 (2) 致遠館  12m95 石丸　翔也 (3) 鹿　島

+2.7 13m24(+1.6) +4.5 13m09(+0.8) +3.0 12m83(+0.9) +3.3 12m98(+1.8) +2.0 +1.1

5月29日 砲丸投 37  13m97 宮本　梢吾 (3) 唐青翔  13m37 赤司　拓己 (2) 鳥　工  11m32 秋永　大和 (3) 多　久  11m18 堤　　勇哉 (3) 牛　津  10m50 佐野　郁弥 (3) 唐　商  10m48 田島　承助 (2) 唐　南

6月1日 円盤投 40  38m58 宮本　梢吾 (3) 唐青翔  35m89 秋永　大和 (3) 多　久  33m61 高森　祥人 (3) 伊万里  33m38 中山　丈也 (3) 唐青翔  33m34 堤　　勇哉 (3) 牛　津  32m02 馬場　安嗣 (3) 早稲田

5月30日 ハンマー投 18  53m13 吉田　一博 (3) 唐　南  38m54 佐野　郁弥 (3) 唐　商  36m81 山口　　瞬 (3) 佐　工  32m85 北島　悠介 (2) 佐　工  27m37 栗原　　蓮 (3) 伊　農  26m61 小林亮太朗 (2) 鳥　工

5月31日 やり投 52  54m36 寺田　一喜 (2) 佐　工  53m90 初村　浩優 (3) 鳥　工  51m66 鶴田　真士 (2) 清　和  51m48 井上　流行 (3) 清　明  51m32 松本　隆輔 (3) 唐　工  50m52 江口　大登 (3) 龍　谷

八種競技 11  4875 中原　真信 (3) 鳥　栖  4781 島ノ江晃史 (3) 佐　工  4354 太田　　諭 (3) 嬉　野  4309 光武　宏晟 (3) 佐　工  4273 寺田　一喜 (2) 佐　工  4082 横町　力隆 (3) 三養基

 100m-LJ-SP-400m  11.48(+1.8)-6m51(+2.7)-9m65-53.74  11.71(+0.6)-6m39(+0.5)-8m93-53.72  12.08(+0.6)-5m89(+1.7)-8m56-56.13  11.67(+1.8)-5m89(+1.6)-8m10-55.76  11.98(+1.8)-5m80(-1.1)-7m78-54.76  11.54(+1.8)-5m80(+2.0)-8m01-55.61

 110mH-JT-HJ-1500m  18.89(+0.5)-49m41-1m73-4:34.98  15.90(+0.5)-37m18-1m60-4:34.17  18.41(+0.3)-43m15-1m73-4:43.48  17.58(+0.5)-35m55-1m85-5:15.21  17.57(+0.3)-48m68-1m50-4:55.00  17.79(+0.5)-35m46-1m50-5:03.17

鳥　工 佐　工 佐　北 龍　谷 武　雄 早稲田

鳥　工 佐　工 佐　北 武　雄 白　石 龍　谷

佐　工 龍　谷 唐青翔 多　久 鳥　工 唐　南

佐　工 鳥　栖 嬉　野 三養基

時現在 風　向 気　温 湿　度 天　候 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ 主 催 者 　佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

都道府県内の予選会校数、人数 12:00 北々東 30℃ 41% 晴れ 　佐  賀  陸  上  競  技  協  会
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平成２７年度 全国高等学校総合体育大会 　秩父宮賜杯　第６８回　全国高等学校陸上競技対校選手権大会 佐賀

都  道  府  県  予  選  会  成  績  表 佐賀県総合運動場 陸上競技場 平成２７年５月２９日(金)～６月１日(月)

種　目 参加数 風力 １ ２ ３ ４ ５ ６

5月30日 １００ｍ 75 +1.4 12.15 萩原　千春 (3) 佐　北 12.36皆良田はるか (2) 佐　北 12.38 池田　衣那 (3) 佐　北 12.50 本山　智菜 (1) 唐　東 12.57 緒方日向子 (3) 敬　徳 12.66 太田　梨絵 (3) 佐　商

6月1日 ２００ｍ 67 +1.6 24.89 萩原　千春 (3) 佐　北 25.19皆良田はるか (2) 佐　北 25.71 池田　衣那 (3) 佐　北 25.75 緒方日向子 (3) 敬　徳 25.92 堤　　千紘 (3) 鳥　商 26.10 太田　梨絵 (3) 佐　商

5月29日 ４００ｍ 48 59.02 川原　　萌 (3) 佐　商 59.03 松永絵美莉 (3) 佐　北 59.66 楠久美香子 (2) 鹿　島  1:00.48七五三木柚香 (3)清　和  1:01.34 杉山　玲佳 (3) 伊　商  1:01.68 江口　彩華 (3) 清　和

5月31日 ８００ｍ 72  2:15.00 坂井　希美 (2) 鳥　工  2:16.53 楠久美香子 (2) 鹿　島  2:19.48 栗田　希望 (1) 鳥　工  2:20.87 田中　佑香 (1) 鳥　工  2:20.92 森　　綾華 (2) 清　和  2:21.91 古賀紗耶香 (3) 鳥　商

5月29日 １５００ｍ 61  4:46.99 栗田　希望 (1) 鳥　工  4:47.69 坂井　希美 (2) 鳥　工  4:49.20 力武　風花 (1) 白　石  4:50.89 鶴田　紘子 (2) 鹿　実  4:54.95 大久保麻紀 (1) 清　和  4:54.96 天本　雛緒 (2) 鳥　工

6月1日 ３０００ｍ 35 10:05.76 鶴田　紘子 (2) 鹿　実 10:08.01 野別　愛実 (2) 龍　谷 10:11.20 吉岡　海玲 (2) 鹿　実 10:14.10 大久保麻紀 (1) 清　和 10:16.82 力武　風花 (1) 白　石 10:18.69 立石　星花 (2) 鳥　工

6月1日 １００ｍＨ 21 -1.3 ● 14.70 横畑　安笑 (2) 清　和 15.28 田中　博子 (3) 佐　北 15.80 原田　彩香 (3) 佐　商 16.38 中野　明季 (3) 伊　商 16.88 芝　　春奈 (2) 早稲田 16.96 田中うらら (2) 龍　谷

5月30日 ４００ｍＨ 17  1:04.54 横畑　安笑 (2) 清　和  1:06.36 田中　博子 (3) 佐　北  1:06.45 川原　　萌 (3) 佐　商  1:06.53 江口　彩華 (3) 清　和  1:08.49 中山きらら (2) 清　和  1:09.05 島ノ江有加 (2) 鹿　島

5月29日 ５０００ｍＷ 4 29:36.21 北村　桃香 (2) 佐　商 29:48.42 平山　結雅 (3) 清　和 39:25.74 田島七夕子 (1) 佐　商

5月30日 ４×１００ｍ 21 49.84 有吉　真生 (2) 唐　東 50.12 青木麻佑花 (3) 清　和 50.69 原田　彩香 (3) 佐　商 50.87 池田　衣那 (3) 佐　北 50.99 中野　明季 (3) 伊　商 51.04 横町　星流 (3) 鳥　商

吉井　晴海 (2) 横畑　安笑 (2) 太田　梨絵 (3) 萩原　千春 (3) 黒川　紗名 (3) 堤　　千紘 (3)

本山　陽菜 (1) 織田　京香 (2) 川原　　萌 (3) 白石　実里 (1) 山本　智香 (2) 井藤　実咲 (2)

本山　智菜 (1) 江口　彩華 (3) 山口　るな (3) 皆良田はるか (2) 杉山　玲佳 (3) 高木　麗子 (2)

6月1日 ４×４００ｍ 18  3:54.43 松永絵美莉 (3) 佐　北  3:58.39 江口　彩華 (3) 清　和  4:01.78 太田　梨絵 (3) 佐　商  4:01.98 杉山　玲佳 (3) 伊　商  4:06.28 栗田　希望 (1) 鳥　工  4:10.67 本山　智菜 (1) 唐　東

池田　衣那 (3) 織田　京香 (2) 川原　　萌 (3) 黒川　紗名 (3) 坂井　希美 (2) 有吉　真生 (2)

萩原　千春 (3) 七五三木柚香 (3) 原田　彩香 (3) 山本　智香 (2) 天本　雛緒 (2) 山下　彩花 (2)

内田さくら (1) 横畑　安笑 (2) 松下水菜美 (3) 相良　祐希 (3) 田中　佑香 (1) 濵　　愛恵 (2)

5月29日 走高跳 17 1m56 原田　彩香 (3) 佐　商 1m53 武富　円香 (3) 龍　谷 1m45 堤　　千紘 (3) 鳥　商 1m45 萩原　　遥 (3) 佐　北

山口　理沙 (2) 高志館 平川　萌衣 (1) 武　雄

川口　弥蘭 (1) 武　雄

5月31日 走幅跳 41   5m15 藤本　美希 (2) 致遠館   5m14 川原　　萌 (3) 佐　商   5m06 稲富　由子 (3) 致遠館   5m02 吉井　晴海 (2) 唐　東   4m95 石丸　真衣 (3) 清　和   4m92 前田みちる (2) 唐　商

+4.6 +3.3 -0.3 +4.2 +1.0 +2.8

6月1日 砲丸投 22  10m60 中村真奈美 (1) 佐　北  10m36 山田　祐花 (3) 唐青翔  10m12 松永　あい (3) 牛　津   9m94 高祖　美月 (3) 佐　商   9m91 松村　愛梨 (3) 早稲田   9m72 松本　茉桜 (3) 清　和

5月30日 円盤投 23  34m93 松村　愛梨 (3) 早稲田  33m42 松永　あい (3) 牛　津  29m28 川﨑　丹音 (3) 清　和  27m92 森永　里紗 (3) 牛　津  27m14 黒岩真由子 (3) 牛　津  26m36 松本　茉桜 (3) 清　和

5月29日 やり投 29  40m17 松下水菜美 (3) 佐　商  38m19 森永　里紗 (3) 牛　津  35m47 光冨　瑠華 (2) 鹿　島  35m00 原　奈津美 (3) 伊　商  34m17 綾香優里菜 (2) 清　和  32m20 石丸沙弥香 (3) 佐　商

七種競技 8  3901 原田　彩香 (3) 佐　商  3635 江口　彩華 (3) 清　和  3634 石丸沙弥香 (3) 佐　商  3359 田中うらら (2) 龍　谷  3063 居石　李菜 (2) 佐　商  2349 宮谷安依莉 (1) 清　和

100mH-HJ-SP-200m  15.85(+1.6)-1m55-7m57-28.24(-0.3)  17.15(+1.6)-1m30-6m60-26.94(-0.3)  17.75(+1.6)-1m35-7m61-28.50(-0.3)  16.25(+1.6)-1m30-6m69-29.10(-0.3)  18.37(+1.6)-1m35-6m78-27.79(-0.3)  20.26(+1.6)-1m20-4m81-28.31(-0.3)

 LJ-JT-800m  4m65(+1.9)-28m49-2:38.38  4m73(+0.0)-25m64-2:26.39  4m74(+1.6)-29m80-2:27.05  4m94(+4.5)-20m93-2:41.54  3m92(+1.9)-20m35-2:37.75  3m72(+1.0)-15m44-2:46.33

佐　商 佐　北 清　和 鳥　工 牛　津 龍　谷

佐　北 清　和 佐　商 鳥　工 鹿　実 唐　東

佐　商 牛　津 致遠館 清　和 早稲田 佐　北

佐　商 清　和 龍　谷

時現在 風　向 気　温 湿　度 天　候 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ 主 催 者　佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

都道府県内の予選会校数、人数 12:00 北々東 30℃ 41% 晴れ 　佐  賀  陸  上  競  技  協  会

 　　 ３７校 12:00 北 23℃ 75% 雨 記録主任 小城　典隆 印

　　３４４名 12:00 北東 27℃ 56% 晴れ 総　　務 山下　和幸 印

　● 大会新　、▼ 大会タイ　、◎ 県新　、★ 県高校新 12:00 南 28℃ 56% 曇り 審 判 長 田中　修司 印

(北九州大会出場)
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