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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 伊万里 別紙のとおり

女 清和高 佐賀北 龍谷高

2 ラグビーフットボール 男 佐賀工 鳥栖工

男 佐賀東 佐賀商 佐賀北 佐学高

女 神埼高 佐女高 武雄高

男 佐賀北 佐賀東 鳥栖高

女 佐賀北 清和高 佐賀東

男 佐学高 佐賀商 伊万里

女 鳥栖商 清和高 佐学高

 武富　敦史  朝長　　諒  井上　尚人  横尾　凌大

 豊川　　瑞・鹿島  近藤　由羅・佐工  田中　　誠・佐工  高塚　涼介・小城

 西依　　彩  為藤　真夏  万野由莉嘉  山口　瑠香

 重　　実希・清和  藤　　萌菜・清和  江口　めい・清和  宮嵜　嘉南・嬉野

ｼﾝｸﾞﾙｽ  竹尾　幹也・北陵  山﨑　勝太・敬徳  牧山　祐大・唐東  竹下　大樹・北陵

 竹尾　幹也  久原　玲二  瀬井　竜也  高祖　直弘

 藤川　蓮大・北陵  山﨑　勝太・敬徳  宮崎　伸也・敬徳  竹下　大樹・北陵

ｼﾝｸﾞﾙｽ  岡本　　望・佐商  山口　　萌・佐商  松尾佳奈実・佐商  熊谷　和歌・敬徳

 山口　　萌  岩下　華菜  武富二千花  松尾佳奈実

 岡本　　望・佐商  山本みなみ・敬徳  坂本明日華・佐商  江頭　亜美・佐商

60kg級 豊島　我空・佐商 中島　海斗・鳥工 吉本　聖那・佐工 近藤　空矢・佐工

66kg級 中島　　淳・鳥工 近藤　隼斗・佐工 古川　　巧・佐北 柿原　向陽・小城

73kg級 川添　晃毅・佐商 山田　晟也・北陵 前山日向人・小城 渡邊龍之介・鳥工

81kg級 靏本　健太・小城 布上　壮太・佐商 寺田　圭佐・小城 大坪　弘征・佐工

90kg級 山下　裕輝・佐商 古川　啓人・佐工 橋口佳津樹・佐工 小畑　大樹・佐商

100kg級 山田　駿汰・佐工 藤井　海斗・佐工 板橋　泰寿・佐商 岩本　隼人・佐商

100kg超級 塙　　元輝・佐工 久本　丈将・佐工 山村　憲吾・佐商 大上　貴也・太良

48kg級 梅﨑百合花・佐商 田中　　華・佐商 永渕真理彩・佐東 浦郷　美優・杵商

52kg級 夏秋　　葵・小城 満岡　茉耶・佐商 高祖　侑希・佐商 田口　杏菜・佐農

57kg級 森　あゆな・佐商 山本　　萌・小城 深江　愛美・小城 田中　未佑・致遠

63kg級 大石　野乃・小城 渕上　志真・佐西 田代美都穂・佐商 野中　あみ・佐商

70kg級 山本　日菜佐商 副島　樹音・北陵 田中　聖菜・北陵

78kg級 中島　　咲・小城 古賀真里菜・佐工

78kg超級 一木　愛梨・北陵

男 龍谷高 敬徳高 伊万里 谷口　祥磨・龍谷 藤田　大征・龍谷 川頭　泰輔・三高 香田　尚也・龍谷

女 三養基 白石高 龍谷高 白水みつき・三高 庄島　亜美・龍谷 安永　早希・佐商 増崎　吉良・白石

男 龍谷Ａ 小城Ａ 佐北Ａ 小濱　大輝・伊高 岩村　正士・唐西 花田　翔太・龍谷  

女 武雄Ａ 鹿実Ａ 早佐Ａ 西村　結香・佐北 日比　玲希・早佐 金子さくら・武雄

無差別級 外尾　祐樹・清和 新居　頼二（唐工）坂本亜燦斗・青翔

100kg超級 新居　頼二（唐工）花島　脩斗・多久

100kg未満級 寺田　佳人・青翔 荒木　裕真・多久 宮﨑　拓哉・青翔

 80kg未満級 外尾　祐樹・清和 友永　健生・小城 坂本亜燦斗・青翔

男 鳥栖工 個人総合 手島　　克・鳥工 平田　藍吏・鳥工 浜崎　由晟・清和

女 鳥栖Ｂ 鳥栖Ａ 個人総合 野口祐美賀・鳥栖Ｂ 橋本　愛彩・鳥栖Ａ 社家間楓花・鳥栖Ｂ

男 清明高 石橋　侑也・清明 乾　　蒼真・清明 吉留　靖二・清明

女 佐女高 佐賀北 清和高 仙波　紘佳・佐女 吉積　ニナ・佐女 榎本　夕菜・佐女

男 鳥栖工 佐賀工 唐津東

女 唐津東 三養基

15 ソ フ ト ボ ー ル 女 佐女高 鹿島実 佐賀東 伊万里

男 清和高 清明高 神埼高

女 清明高 清和高 佐女高

男 佐学高 佐賀商 唐津商 別紙のとおり

女 佐学高 佐賀商 鳥栖商

ｼﾝｸﾞﾙｽ 宮原　颯大・佐西 中島　　琉・武雄 半藤　伯馬・早佐 波多江祐直・唐南

中島　　琉　　　 岡村　宙海　　　 萩原　健晴　　　 宮原　颯大　　　

吉村　一輝・武雄 香月　優都・致遠 山本　彬人・佐西 島川　翔大・佐西

ｼﾝｸﾞﾙｽ 古賀　里奈・致遠 川島　葉月・鳥商 友枝　　愛・早佐 松尾　希美・佐商

原口　紗綺　　　 古賀　里奈　　　 百武　紗英　　　 川島　葉月　　　

中村　友紀・致遠 糸山奈都乃・致遠 松尾　希美・佐商 宮尾　日菜・鳥商

龍谷･佐賀西合同

女 致遠館 佐賀商 鳥栖商 早稲佐
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

男 早稲佐 武雄高 致遠館 鳥栖高
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

16 ハ ン ド ボ ー ル

17 水 泳

18 テ ニ ス

青翔高

12 体 操

13 新 体 操

14 登 山

男 多久高

男 佐賀工 佐賀商 鳥栖工

9 剣 道

8 柔 道

女 小城高

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

女 佐賀商 敬徳高 清和高
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

7 卓 球

男 北陵高 敬徳高 唐津東

男 塩田工 小城高 佐賀工

女 清和高 嬉野高 唐津商

4 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル

5 バ レ ー ボ ー ル

6 ソ フ ト テ ニ ス

平成29年度 第55回 佐賀県高等学校総合体育大会　上位成績一覧　
団　　　　体 個　　　　　　　　　　人

1 陸 上 競 技

3 サ ッ カ ー

佐賀商 佐賀工

10 弓 道

11 相 撲
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１位 ２位 ３位 ３位 １位 ２位 ３位 ３位

平成29年度 第55回 佐賀県高等学校総合体育大会　上位成績一覧　
団　　　　体 個　　　　　　　　　　人

ｼﾝｸﾞﾙｽ 中山　颯麻・唐南 古賀健太郎・武雄 溝上　智明・武雄 荒谷　　亮・唐南

古賀健太郎　　　 中山　颯麻　　　 中村　愛毅　　　 山野邉洋輝　　　

溝上　智明・武雄 荒谷　　亮・唐南 渡邊　悠基・唐南 壇　　優太・唐南

ｼﾝｸﾞﾙｽ 黒岩はるな・佐女 芳賀　愛美・佐女 田中　果帆・多久 池田あかり・唐南

黒岩はるな　　　 江里口梨奈　　　 友田　　倖　　　 高尾　鈴花　　　

井上　鈴華・佐女 江里口玲奈・多久 村岡　　遙・佐女 山下　莉香・佐女

53kg級 辻　　将輝・有工 横山　大晴・有工

56kg級 村上　　蓮・有工

62kg級 前田　優斗・有工 中尾　優輝・有工 谷口　源太・有工

69kg級 太田　智也・有工

77kg級 梅﨑　　蓮・有工

85kg級 田代　　源・有工

105kg級 大川内準平・有工 山本　聖悟・有工

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 小井手秀斗・唐商 山下　真拓・唐西 畑津　銀次・唐工

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 早稲佐Ｂ　　　　 早稲佐Ｃ　　　　 早稲佐Ａ　　　　

(団体種目) (井上、吉田) (中田、鶴田) (岡田、木下)

舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 早稲佐Ｂ　　　　 早稲佐Ａ　　　　

(団体種目) (尾形､竹下､小林 (渡邉､簱谷､太田

齊藤､片倉) 名倉､中西)

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 芳野　可凛・早佐 合場　　優・早佐 桐原　初菜・早佐

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 早稲佐　　　　　 唐津東Ａ　　　　 唐津東Ｂ　　　　

(団体種目) (芳野、桐原) (北村、田中) (灰塚、曲渕)

舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 早稲佐　　　　　 唐津東　　　　　

(団体種目) (大城､芳野､江連 (曲渕､北村､田中

桐原､合馬) 灰塚､隈本)

420級 松本　勇磨　　　 市丸　俊介　　　

(団体種目) 笠村　　隼・唐工 井上　隼輔・唐西

ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級SR 牧原　直希・唐工 井上　寛太・唐工

420級 中山　由菜　　　

(団体種目) 鈴木　萌風・唐西

ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級SR 高田　彩良・唐東 西分　美里・唐西

1000mﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ 橋本　宇宙・龍谷 甲斐　隼人・龍谷 樋口凪瑠希・龍谷

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 橋本　宇宙・龍谷 渡邊　広規・龍谷

3,000m ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ 橋本　宇宙・龍谷 甲斐　隼人・龍谷 樋口凪瑠希・龍谷

ｹｲﾘﾝ 橋本　宇宙・龍谷 渡邊　広規・龍谷 甲斐　隼人・龍谷

4km速度競走 橋本　宇宙・龍谷 甲斐　隼人・龍谷 渡邊　広規・龍谷

ｽｸﾗｯﾁ 橋本　宇宙・龍谷 甲斐　隼人・龍谷 樋口凪瑠希・龍谷

ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ(25周10km) 橋本　宇宙・龍谷 甲斐　隼人・龍谷 樋口凪瑠希・龍谷

4kmﾁｰﾑ・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ  龍谷(橋本･樋口･甲斐･渡邊)

ﾁｰﾑ・ｽﾌﾟﾘﾝﾄ  龍谷(橋本･樋口･甲斐)

200mﾀｲﾑｱﾀｯｸ 山口　優菜・龍谷

500mﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 山口　優菜・龍谷

2,000m ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ 山口　優菜・龍谷

50kg級 谷口　将樹・鹿実 江下　和希・鳥工 荒木　瑞生・鳥工

55kg級 北村　元気・鹿実 井上勇建朗・鳥工 池田　克輝・鹿実

60kg級 小柴　亮太・鳥工 大園　悠悟・鹿実 森田龍之介・鹿実

66kg級 諏訪間新之亮・鳥工 草野　竜平・鹿実 大園　涼太・鹿実

74kg級 松枝　旋吏・鳥工 青木　竜也・鹿実 江口　　凌・鹿実

84kg級 中村　亜靖・鳥工 北村　勇気・鹿実 上村　郁人・鳥工

96kg級 田中　陸公・鳥工 芹川　力亜・鹿実

120kg級 牟田　捷人・鳥工

女 56kg級 櫻井　菜々・鳥工

個人試合 江口　友梨・佐東 吉田　菜紀・佐東 西原　　歩・佐東 真島　伶奈・牛津

有吉　夕妃　　　 野田　夏希　　　 小副川　季　　　 村岡里緒菜　　　

塘　萌々香・佐東 真島　伶奈・牛津 江口　友梨・佐東 吉田　菜紀・佐東

男 高志館 厳木高 個人試合 坂本　隆道・厳木 丸山　瑛平・高志 井上　陸離・厳木

女 高志館 個人総合 宇都宮さえ・高志 坂田　莉奈・厳木 江島佐知子・高志

唐津西

自 転 車

男

23

27 ア ー チ ェ リ ー

演技競技

男 鳥栖工 鹿島実

牛津高

24 レ ス リ ン グ

26 な ぎ な た 女 佐賀東

唐津東
唐津西
唐津商

22 ヨ ッ ト

男 唐津工

唐津東女 唐津西

20
ウエイトリフティン

グ
男 有田工

21 ボ ー ト

男 早稲佐

女 早稲佐

唐津商

唐津西
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

女 佐女高 多久高 小城高 唐津南
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

唐津西

19 バ ド ミ ン ト ン

男 唐津南 武雄高 佐賀工

龍谷高

女
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１位 ２位 ３位 ３位 １位 ２位 ３位 ３位

平成29年度 第55回 佐賀県高等学校総合体育大会　上位成績一覧　
団　　　　体 個　　　　　　　　　　人

ピン級 寺田　歩夢・高志 大場　　塁・佐工

ライトフライ級 香月　玲音・高志 西　　大雅・高志 山口　友士・杵商

フライ級 野上　　翔・杵商 古賀　拓海・高志

バンタム級 西　　　晃・高志 櫻場　龍祥・佐工

ライト級 木村　歩夢・高志 三原　翔太・佐東 江頭　輝大・清和

ライトウェルター級 藤原　壮真・高志 大場　　剛・杵商 田中　泰知・佐北

ウェルター級 成富丈一郎・杵商 ←(認定優勝)

ミドル級 豊田　真之・弘学 ←(認定優勝)

ピン級 貞松　優華・高志 中村由加里・佐北

ライトフライ級 浦川　詩穂・杵商 ←(認定優勝)

フライ級 古賀　舞琴・高志 ←(認定優勝)

バンタム級 片峰　憧子・唐西 ←(認定優勝)

組手 池尻　楓馬・鳥工 杠　　　蓮・佐東 浦霧　証知・龍谷 松嶋　　駿・佐東

形 馬場　海星・龍谷 岸川幸之助・多久 井上　颯真・鳥栖 山田　諒太・佐東

組手 大野可和世・佐北 福田　　遥・佐東 中島羽七乃・佐西 古賀　蒔白・鳥商

形 中島羽七乃・佐西 瀬戸口楓子・唐西 森　　実咲・佐東 古賀　愛望・佐東

K-1(500m) 平山　碧人・鳥工 福岡　　鷹・鳥工 福田　雄介・伊農

K-2(500m) 平山　碧人　　　 久保山慶太郎　　 山口　拓海　　　

福岡　　鷹・鳥工 大岩　佳稔・神埼 池田　勝成・伊農

K-4(500m) 平山､福岡 　　　  福田雄､福田皓

(団体種目) 安永､長谷部･鳥工 山口､米岡･伊農　

C-1(500m) 古賀　勇馬・伊農 谷崎　晃登・伊農 坂井　航輝・神埼

C-2(500m) 小楠　裕己　　　 岸川　謙汰　　　 坂井　航輝　　　

古賀　勇馬・伊農 谷崎　晃登・伊農 江原　辰博・神埼

C-4(500m) 岸川､谷崎 　　　

(団体種目) 小楠､古賀･伊農　 　　

K-1(200m) 平山　碧人・鳥工 福岡　　鷹・鳥工 福田　雄介・伊農

K-2(200m) 久保山慶太郎　　 山口　拓海　　　 福田　雄介　　　

大岩　佳稔・神埼 池田　勝成・伊農 福田　皓介・伊農

K-4(200m)  福田雄､福田皓 平山､福岡　　　　

(団体種目) 山口､米岡･伊農  安永､長谷部･鳥工

C-1(200m) 古賀　勇馬・伊農 小村　謙心・伊農 谷崎　晃登・伊農

C-2(200m) 小楠　裕己　　　 岸川　謙汰　　　 坂井　航輝　　　

古賀　勇馬・伊農 谷崎　晃登・伊農 江原　辰博・神埼

C-4(200m) 岸川、谷崎　　　

(団体種目) 小楠、古賀・伊農

WK-1(500m) 古賀　聖菜・神埼  立部　稀羅・伊農 岩永　静佳・伊農

WK-2(500m) 岩永　静佳　　　

立部　稀羅・伊農

WK-1(200m) 古賀　聖菜・神埼 立部　稀羅・伊農 岩永　静佳・伊農

WK-2(200m) 岩永　静佳　　　

立部　稀羅・伊農

ﾌﾙｰﾚ 杠　　星哉・佐商 服部　将伍・佐商 古川　真明・清和

ｴﾍﾟ 杠　　星哉・佐商 服部　将伍・佐商 古川　真明・清和

ｻｰﾌﾞﾙ 齊藤　　巧・佐商

ﾌﾙｰﾚ 岸川　莉紗・佐商 井手　萌加・佐商 福永　瑛美・佐商

ｴﾍﾟ 山田　美羽・佐商

ｻｰﾌﾞﾙ 原田　渉未・佐商 岸川　莉紗・佐商 井手　萌加・佐商

単独演武 福島　隆太・北陵 滝　　篤樹・白石 福島　宏輝・北陵

組演武 木寺　悠太　　　 諸隈　大洋　　　 野澤　鉄郎　　　

武富　　翼・武雄 山口　玲緒・武雄 北　　大世・武雄

団体演武  木寺､武富､野澤

(団体種目)  北､山口､諸隈･武雄

単独演武 小野　和菜・高志 秀島　萌恵・武雄 坂本　史帆・武雄

組演武 渕野　沙羅　　　 釘抜日奈子　　　 奥内　陽子　　　

山口　鈴葉・武雄 室原実ノ里・武雄 武村　希鈴・武雄

団体演武 渕野､山口､秀島､奥内

(団体種目) 武村､釘抜､坂本(補)､下川(補)･武雄

男 鳥栖工 白石高 唐津工 １区 西久保　遼･鳥工　　２区 杉　彩文海･鳥工 　　３区 平　駿介･白石

４区 山﨑諒介･鳥工　　５区 三俣友作･鳥工　　６区 戸髙健斗･鳥工

７区 吉野　絵･鳥工 

女 清和高 鹿島実 白石高 １区 山下　藍･清和　２区 山口　遥･清和 　３区 山下花音･清和

４区 渡辺夕奈･清和 　５区 吉岡ゆき･鹿実

33 駅 伝 競 走

女

31 フ ェ ン シ ン グ

女

女 佐賀東

男 佐賀商

30 カ ヌ ー

少 林 寺 拳 法

男 武雄高

伊農高 神埼高

32

神埼高

男

武雄高

唐津東

佐女高

佐賀商

女

28 ボ ク シ ン グ

伊農高 鳥栖工男

29 空 手 道

男

佐賀工杵島商

龍谷高

高志館

佐賀北 唐津東

佐賀東 佐賀西


