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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
100m 6/23 佐取　裕翔  (1) 12.16/-0.6

早稲田佐賀

奥田　弘太  (1) 12.66/-0.6

北茂安

松本涼太郎  (1) 12.73/-0.6

唐津東

百﨑　智輝  (1) 12.83/-0.6

武雄青陵

前田　　亮  (1) 12.90/-0.6

武雄

岩谷　実海  (1) 13.31/-0.6

武雄

満岡　龍治  (1) 13.40/-0.6

成章

池田　　力  (1) 13.63/-0.6

川副

男子１
年

100m 6/24 吉田　享介  (2) 11.40/+0.3

西唐津

野田浩太郎  (2) 11.60/+0.3

早稲田佐賀

川口　絢也  (2) 11.63/+0.3

唐津東

川崎　秀智  (2) 11.66/+0.3

武雄青陵

川原　佑太  (2) 11.77/+0.3

国見

西田　大帥  (2) 11.93/+0.3

成章

大川内一真  (2) 11.95/+0.3

致遠館

河津　皓大  (2) 12.21/+0.3

田代

男子２
年

100m 6/24 末次　拓海  (3) 11.50/-1.1

武雄

竹谷　俊輝  (3) 11.53/-1.1

鳥栖

フェルナー英輝(3) 11.81/-1.1

城南

富岡凛太朗  (3) 11.81/-1.1

唐津東

大串　優斗  (3) 11.84/-1.1

昭栄

柿原　史弥  (3) 11.89/-1.1

成章

久原　　駆  (3) 11.96/-1.1

牛津

蓑毛　響介  (3) 12.05/-1.1

田代

男子３
年

200m 6/23 田中　翔大  (3) 23.07/-1.3

鳥栖西

末次　拓海  (3) 23.43/-1.3

武雄

吉田　享介  (2) 23.70/-1.3

西唐津

竹谷　俊輝  (3) 23.74/-1.3

鳥栖

富岡凛太朗  (3) 23.86/-1.3

唐津東

フェルナー英輝(3) 23.93/-1.3

城南

大串　優斗  (3) 24.00/-1.3

昭栄

小野　朋哉  (3) 24.38/-1.3

鍋島

400m 6/24 大川内朋哉  (3) 52.81

啓成

井手　涼介  (3) 54.46

城北

小西　統也  (3) 55.03

城北

橋本　快飛  (3) 55.23

鳥栖西

西坂　　侑  (3) 55.87

東与賀

前山　侑斗  (3) 56.20

城北

森　　浩樹  (2) 56.40

武雄青陵

大坪　暖茉  (2) 57.54

神埼

800m 6/23 松尾　宥汰  (2)  2:05.64

啓成

栁　　侃兵  (3)  2:05.98

田代

西坂　　侑  (3)  2:06.95

東与賀

遠藤　　悠  (2)  2:08.45

唐津一

執行隆之介  (2)  2:08.75

国見

篠原　拓磨  (3)  2:10.52

三田川

吉村　崚汰  (3)  2:16.88

武雄青陵

澤山　智哉  (3)  2:18.18

武雄

男子共
通

1500m 6/23 大川内健太  (1)  4:38.54

啓成

野口　周大  (1)  4:50.91

伊万里

武廣　拓弥  (1)  4:52.51

鳥栖

衛藤　亮人  (1)  4:58.65

有田

秋永　海晴  (1)  5:02.15

嬉野

吉村　脩哉  (1)  5:06.08

七山

田中　奨太  (1)  5:08.67

有明

片渕一之介  (1)  5:10.30

山内

男子１
年

1500m 6/24 山田　基貴  (3)  4:17.26

東原庠舎東部校

山﨑　雄允  (3)  4:22.45

小城

森田　琉斗  (3)  4:22.92

嬉野

執行隆之介  (2)  4:23.30

国見

小野　泰誠  (3)  4:24.11

有明

中里　琉斐  (3)  4:25.14

玄海みらい学園

田中　秀紀  (2)  4:25.54

白石

篠原　拓磨  (3)  4:25.60

三田川

3000m 6/23 山田　基貴  (3)  9:00.45

東原庠舎東部校

上田　大樹  (3)  9:19.68

山内

中里　琉斐  (3)  9:19.97

玄海みらい学園

土井下旺兒  (3)  9:27.78

武雄青陵

田中　秀紀  (2)  9:29.19

白石

山下　健秀  (3)  9:31.20

嬉野

小野　泰誠  (3)  9:34.88

有明

廣滝　拓音  (3)  9:36.87

白石

110mH 

(0.914m)

6/23 野中　裕斗  (3) 15.66/-0.7

有明

末永　龍馬  (3) 16.60/-0.7

唐津東

石隈　啓志  (3) 16.69/-0.7

福富

岩野　　凜  (3) 16.69/-0.7

青嶺

大川内一真  (2) 16.93/-0.7

致遠館

森　　大耀  (3) 17.08/-0.7

有明

中村　　雅  (3) 17.82/-0.7

金泉

草野　滉夢  (3) 18.56/-0.7

基山

4×100m 6/24 鳥栖共男 44.87

於保　凌真  (3)

竹谷　俊輝  (3)

荒木　悠孝  (3)

森　　輝也  (3)

有明共男 45.70

久原　和輝  (3)

前田　琉晟  (3)

森　　大耀  (3)

野中　裕斗  (3)

唐津東共男 46.09

神田　拓海  (3)

川口　絢也  (2)

坂口　朝飛  (3)

富岡凛太朗  (3)

西唐津共男 46.11

牧野　颯希  (2)

吉田　享介  (2)

中山　匡亮  (3)

前田　直哉  (3)

田代共男 46.14

蓑毛　響介  (3)

池末　愁人  (3)

松雪　仁飛  (3)

河津　皓大  (2)

国見共男 46.21

西原　翔太  (3)

川原　佑太  (2)

山口　　響  (2)

幸松　侑亜  (3)

武雄共男 46.82

蒲地弘志郎  (3)

古瀬　凌芽  (3)

深村真太郎  (2)

末次　拓海  (3)

走高跳 6/23 森　　輝也  (3) 1m70

鳥栖

福田　隼也  (3) 1m70

武雄青陵

上瀧　勇武  (3) 1m60

大和

岸川　　天  (2) 白石 1m55

松雪　仁飛  (3) 田代

前田　琉晟  (3) 1m55

有明

林　虎太郎  (2) 1m55

福富

小栁　諒馬  (2) 1m45

福富

棒高跳 6/23 川久保賢斗  (3) 3m70

小城

石川　　蓮  (3) 3m00

小城

小栁　諒馬  (2) 2m70

福富

浪瀬　志恩  (2) 2m50

江北

柿﨑　　覚  (3) 2m20

基山

走幅跳 6/23 平川　諒輔  (3)   5m86/+0.4

鳥栖西

西村　碧空  (2)   5m83/-0.3

大町ひじり学園

福田　隼也  (3)   5m79/-0.5

武雄青陵

峯　　凌我  (3)   5m74/-0.5

小城

大坪　暖茉  (2)   5m55/-0.4

神埼

吉田　怜遠  (3)   5m47/-0.7

白石

蓑毛　響介  (3)   5m45/+0.6

田代

古賀一生凜  (2)   5m36/+0.3

鳥栖

砲丸投

(5.000kg)

6/24 野口　輝晟  (3)  11m46

小城

坂井　優作  (3)  10m82

玄海みらい学園

伊東　駿冶  (3)  10m10

三田川

吉原　海斗  (3)   9m83

小城

木原　勇輔  (3)   9m32

成章

水田　悠哉  (2)   9m08

伊万里

藤本　翔京  (3)   8m73

山代

山口　陽大  (2)   8m49

鳥栖

４種総合得点

110mH-砲丸投-走高跳-400m

6/23
6/24

小野　颯大  (3)  2098

福富

18.09/-0.6-12m16-1m55-56.51

坂口　朝飛  (3)  1837

唐津東

18.42/-0.6-9m17-1m50-56.83

一ノ瀬広輝  (3)  1595

鍋島

18.40/-0.6-6m58-1m45-58.26

柿﨑　　覚  (3)  1480

基山

20.15/-0.6-7m88-1m40-58.47

男子共
通

1500m

(ｵｰﾌﾟﾝ)

6/23 出雲　雄也  (2)  4:41.30

国見

光岡　和哉  (2)  4:44.37

玄海みらい学園

吉田　晃平  (2)  4:49.20

玄海みらい学園

山田　蒼汰  (2)  4:50.20

塩田

熊本　　羽  (2)  4:53.54

鳥栖

畦間　大道  (2)  4:54.05

鳥栖

松尾　修志  (2)  4:55.49

塩田

中島　大夢  (2)  4:55.94

鳥栖西

100mH 

(0.840m)(ｵｰﾌﾟﾝ)

6/24 坂口　貴紀  (2) 16.12/-1.5

唐津東

中島　広瑛  (2) 16.91/-1.5

昭栄

重富　一輝  (2) 16.97/-1.5

福富

原田蓮太郎  (2) 18.71/+0.8

川登

川原　匠海  (2) 18.81/-1.5

武雄青陵

岩崎　倭士  (1) 19.96/-1.5

早稲田佐賀

草場　奏太  (1) 19.98/-2.6

武雄青陵

笠原　大輔  (2) 20.14/-2.6

武雄北

4×100m

(ｵｰﾌﾟﾝ)

6/24 武雄低男 49.87

北村　桂輝  (2)

前田　　亮  (1)

岩谷　実海  (1)

中村　　魁  (2)

唐津東低男 50.08

向野　　誠  (2)

桃﨑　圭志  (1)

松本涼太郎  (1)

坂口　貴紀  (2)

有明低男 50.80

大曲　延昌  (2)

浦川　龍馬  (1)

小笠原　巧  (1)

福野　裕貴  (2)

鳥栖西低男 51.83

古賀健太郎  (2)

橋口　龍翔  (1)

間　　大空  (1)

金子　奏良  (2)

大町ひじり学園低男 51.94

野村健太郎  (2)

山口　愛翔  (1)

藤岡　海吏  (1)

西村　碧空  (2)

鍋島低男 52.27

久保田瑠人  (2)

坂本　雄飛  (1)

中島竜之介  (1)

田中　琉清  (2)

三田川低男 52.73

森　　悠貴  (2)

真木　翔大  (1)

原田　陽路  (1)

八谷　優志  (2)

田代低男 53.56

槇　　慶高  (2)

園木　琉生  (1)

渡邊　翔平  (1)

鈴木　大河  (2)

男子低
学年

三段跳

(ｵｰﾌﾟﾝ)

6/24 石隈　啓志  (3)  11m62/+4.1

福富

林田　悠吾  (3)  11m32/+1.6

福富

山田　直道  (3)  11m20/+2.4

武雄青陵

蒲地　康汰  (3)  11m19/+2.4

武雄北

松雪　仁飛  (3)  11m10/+3.4

田代

草場　優希  (2)  10m87/-0.4

武雄青陵

河野　諄輔  (3)  10m83/+2.6

鍋島

梅本　　蓮  (3)  10m67/+0.6

基山

ジャベリックスロー

(ｵｰﾌﾟﾝ)

6/23 野口　輝晟  (3)  47m77

小城

栗山　康斗  (3)  42m62

成章

福島　唯斗  (2)  42m14

鍋島

長棟　翔大  (3)  40m71

城北

小松　陽亮  (2)  40m30

神埼

蒲地　康汰  (3)  39m75

武雄北

宮地　海斗  (3)  38m63

神埼

淵　　太吾  (2)  37m57

有田

男子共
通

 6月23日 10:00 雨      22℃   82％ 北東 0.4m/s

 6月23日 12:00 曇り    24℃   79％ 南西 0.5m/s

 6月23日 14:00 曇り    25℃   72％ 北 0.7m/s

 6月23日 16:00 雨      24℃   75％ 北 0.1m/s

 6月24日 10:00 晴れ    26℃   65％ 南 1.3m/s

 6月24日 12:00 晴れ    27℃   65％ 南東 1.3m/s

 6月24日 14:00 曇り    28℃   60％ 北 1.5m/s

　

総務　　　　　　　： 佐野　公法

トラック審判長　　： 田中　修司

ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長(跳躍)： 北村　　健

ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長(投擲)： 山口　一誠

記録主任　　　　　： 小城　典隆

　



８位一覧表

女子 第６４回 全日本中学校通信陸上競技 佐賀大会（兼　国体選考会） 平成30年６月23日（土）～６月24日(日)

佐賀県総合運動場陸上競技場

日 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

23日 １年１００ｍ 鶴田　　恋子 (1) 13.77 坂上　　舞衣 (1) 14.07 深堀　　心結 (1) 14.25 浦志　　光里 (1) 14.33 山本　　小羽 (1) 14.40 大島　　美音 (1) 14.49 木村　　結香 (1) 14.50 津村　　　凪 (1) 14.59

0 風:-3.3   佐賀清和   川副   伊万里   唐津五   川副   小城   北茂安   田代

24日 ２年１００ｍ 濵部　　莉帆 (2) 12.86 野上田　　光 (2) 13.32 林　　久美子 (2) 13.41 山田　　沙來 (2) 13.46 江頭　　煌莉 (2) 13.48 安東ひなた　 (2) 13.57 堤　　　琴音 (2) 13.69 岩谷　　凜暖 (2) 13.88

0 風:-2.5   高峰   田代   早稲田佐賀   致遠館   鳥栖   鏡   白石   田代

24日 ３年１００ｍ 永石　　小雪 (3) 12.78 梶原　　光姫 (3) 12.94 草野　　千穂 (3) 13.38 下平　　美桜 (3) 13.64 谷口　　ゆい (3) 13.64 永松　　希星 (3) 13.65 富永　　真樹 (3) 13.77 0 0

0 風:-2.4   唐津一   佐賀清和   致遠館   武雄   西部   武雄   致遠館 0 0

23日 共通２００ｍ 永石　　小雪 (3) 25.60 濵部　　莉帆 (2) 26.60 梶原　　光姫 (3) 26.83 朝永　　樹里 (3) 27.25 谷口　　ゆい (3) 27.42 堤　　　琴音 (2) 27.79 馬場　　ひより(3) 27.91 神尾　　礼乃 (2) 28.34

0 風:-1.3   唐津一 NGR　◎   高峰   佐賀清和   武雄   西部   白石   城北   伊万里

23日 共通８００ｍ 小松　　夕夏 (3)  2:17.08 古澤日菜向　 (3)  2:19.55 橋本　　　奏 (2)  2:19.61 前田穂乃香　 (2)  2:25.34 古川　　侑奈 (3)  2:27.96 中村　　美文 (3)  2:28.36 志賀美乃里　 (3)  2:29.74 弓山　　彩乃 (2)  2:33.78

0   唐津東 NGR   鳥栖   塩田   有明   成章   田代   香楠   唐津一

24日 共通１５００ｍ 小松　　夕夏 (3)  4:33.95 橋本　　　奏 (2)  4:41.92 古澤日菜向　 (3)  4:45.51 前田穂乃香　 (2)  4:54.40 田中　　幸来 (3)  4:57.03 野口ののか　 (3)  5:01.85 樋口　　空来 (3)  5:11.95 山﨑　　菜々 (2)  5:13.22

0   唐津東 NGR　◎   塩田   鳥栖   有明   嬉野   伊万里   城東   白石

23日 共通１００ｍＨ 草野　　千穂 (3) 14.98 貝野きらり　 (3) 15.18 富永　　真樹 (3) 15.36 中島　　花音 (3) 16.42 小田　　瑞葵 (3) 16.58 酒井あまね　 (3) 16.67 石丸　　美結 (3) 17.08 前田　　七音 (3) 17.25

0 風:-0.2   致遠館   大和   致遠館   西部   成章   白石   唐津東   鳥栖

24日 共通４×１００ｍ 致遠館共女 50.81 武雄共女 51.20 佐賀清和共女 51.49 鳥栖西共女 52.60 城北共女 53.14 鳥栖共女 53.43 0 0 0 0

0 大家菜々香　 (3) 下平　　美桜 (3) 鶴田　　恋子 (1) 安達　　乃愛 (3) 片野　　琴絵 (3) 塚本　　三鈴 (3) 0 0 0 0

0 草野　　千穂 (3) 0 永松　　希星 (3) 0 梶原　　光姫 (3) 0 杉本菜乃華　 (3) 0 馬場　　ひより(3) 0 稲田　　寧々 (3) 0 0 0 0 0

0 富永　　真樹 (3) 0 朝永　　樹里 (3) 0 庄司　　千華 (3) 0 藤山　　実祐 (3) 0 吉岡　　日向 (3) 0 江頭　　煌莉 (2) 0 0 0 0 0

0 古舘ゆらら　 (3) 0 重富　　陽菜 (2) 0 土橋　　心音 (3) 0 鶴野　　風香 (3) 0 用貝　　光穂 (3) 0 前田　　七音 (3) 0 0 0 0 0

23日 共通走高跳 山口　　結生 (2) 1m40 川﨑　　恵月 (2) 1m35 廣瀬　　優芽 (3) 1m35 大竹　　心花 (1) 1m30 0 0 0 0 0 0 0 0

0   武雄北   有明   致遠館   大町ひじり学園 0 0 0 0 0 0 0 0

24日 共通走幅跳 林　　久美子 (2)   5m19 大家菜々香　 (3)   5m07 庄司　　千華 (3)   4m89 牛島優美佳　 (3)   4m68 廣島　　一華 (3)   4m66 松田　　　凜 (2)   4m59 貝野きらり　 (3)   4m53 齊藤　　早希 (2)   4m44

0   早稲田佐賀  +0.2   致遠館  +2.3   佐賀清和  +1.4   成穎  +1.9   武雄  +1.6   鳥栖  -0.4   大和  -0.8   田代  -0.5

23日 共通砲丸投 久原ひなた　 (3)  11m09 中島　　璃子 (3)   9m92 西山　　和世 (2)   9m06 池上　　伊奈 (3)   8m87 大石　　怜奈 (3)   8m62 岩室　　奈知 (3)   8m49 大塚　　千暖 (2)   8m47 草場　　美月 (2)   8m29

0   山内   江北   田代   福富   小城   田代   武雄   有田

23日 ４種総合得点 向井　　姫星 (2)  2345 白水　　莉子 (3)  1924 太田　　真鈴 (3)  1739 鶴野　　風香 (3)  1636 野中あいり　 (2)  1493 池上　　伊奈 (3)  1491 木下　　美咲 (3)  1361 太田　　美空 (3)  1261

0   田代   基山   唐津東   鳥栖西   鳥栖西   福富   江北   鳥栖

0 100mH-HJ-SP-200m

24日 低学年８００ｍ(OP) 山口　　　綾 (1)  2:33.71 山戸　　萌子 (2)  2:36.17 北村　　美緒 (1)  2:36.63 前田　　百伽 (1)  2:37.38 川﨑　　琉愛 (1)  2:38.46 北川　　絆夢 (1)  2:40.59 井上　　絢佳 (2)  2:41.72 太田　　佳穂 (2)  2:41.86

0   啓成   啓成   川副   西部   福富   嬉野   肥前   西部

24日 低学年８０ｍH(OP) 松隈　　美里 (2) 14.13 川原　　琉花 (2) 14.17 重富　　音央 (2) 14.50 居石　　芙実 (1) 14.55 藤瀬　　里桜 (2) 14.83 辻　　　悠奈 (1) 14.89 山本　　彩華 (1) 15.20 坂井　　優佑 (1) 15.54

0 風:-0.8   田代   鳥栖西   福富   成穎   致遠館   佐賀清和   香楠   致遠館

24日 低学年４×１００ｍ 川副低女 53.72 鳥栖西低女 54.46 致遠館低女 54.63 田代低女 54.95 鳥栖低女 55.86 昭栄低女 56.47 武雄低女 56.61 城東低女 56.80

0 (OP)　 植田　　菜月 (2) 南　　　心愛 (2) 藤瀬　　里桜 (2) 松隈　　美里 (2) 松田　　　凜 (2) 永渕　　　凜 (2) 田代こころ　 (2) 下村　　妃未 (2)

0 山本　　小羽 (1) 0 田中　　胡幸 (1) 0 坂井　　優佑 (1) 0 津村　　　凪 (1) 0 湯ノ口花恩　 (1) 0 野本　　亜依 (1) 0 重松　　一花 (1) 0 北島　　侑衣 (1) 0

0 坂上　　舞衣 (1) 0 大楠　　佳奈 (1) 0 野田　　紗代 (1) 0 古賀　　　葵 (1) 0 林田　　凰花 (1) 0 石井　　美早 (1) 0 源五郎丸和　 (1) 0 堤　　　琉藍 (1) 0

0 德永　　心愛 (2) 0 野中あいり　 (2) 0 山田　　沙來 (2) 0 齊藤　　早希 (2) 0 田中　　愛珠 (2) 0 江口　　蘭琉 (2) 0 德永真奈美　 (2) 0 山田　　沙奈 (2) 0

24日 共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 下田じゅな　 (3)  33m54 草場　　美月 (2)  29m77 井上　　日那 (3)  25m86 稲又　　結佳 (3)  24m08 楢田　　佑奈 (1)  23m05 伊東　　歩美 (3)  22m98 宮﨑あいり　 (2)  22m89 笠原　　まや (2)  22m49

0 (OP)　   鳥栖西   有田   塩田   武雄北   鏡   小城   西部   大和

　NGR：大会新記録　　　◎：標準記録突破 　トラック審判長 田中　修司
(跳躍) 北村　　健

　フィールド審判長 (投擲) 山口　一誠

　記 録 主 任 小城　典隆

0 00 0 0 0 0 0

月日 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速
6月23日 10:00 雨 22℃ 82% 北東 0.4m/s
6月23日 12:00 曇り 24℃ 79% 南西 0.5m/s
6月23日 14:00 曇り 25℃ 72% 北 0.7m/s
6月23日 16:00 雨 24℃ 75% 北 0.1m/s
6月24日 10:00 晴れ 26℃ 65% 南 1.3m/s
6月24日 12:00
6月24日 14:00


