
 予選・準決勝・決勝記録（女子） 主　催

競技会 第２８回　佐賀県中学生新人陸上競技大会 場　所

期  日 令和４年１０月１日（日）

予
準・決

10/1 １００ｍ 予選 -0.6 1 13.91 森　菜々美 (2) 武雄 2 14.37 田中さくら (2) 城南 3 14.66 横山　愛莉 (2) 田代 4 15.05 大野　桜来 (1) 鳥栖西

1組 5 15.19 村山　詩季 (1) 西唐津 6 15.69 梶原　優羽 (1) 西部 7 15.97 溝上　茉以 (2) 武雄北 8 16.06 松石　望愛 (2) 龍谷

予選 +0.2 1 13.50 前田　葉月 (2) 城西 2 14.44 中島瑚々奈 (1) 伊万里 3 14.51 奥　　藍梨 (2) 武雄青陵 4 14.70 濱本　優実 (1) 鏡

2組 5 14.95 一ノ瀬美結　(1) 江北 6 15.22 中島　実咲 (1) 青嶺 7 16.09 山本　梓羽 (1) 川副

予選 +0.1 1 13.76 塘　　結衣 (2) 武雄 2 14.65 大藪　柚葵 (1) 唐津東 3 15.11 福田　彩乃 (2) 唐津一 4 15.44 前田　莉音 (2) 山内

3組 5 15.53 大宅　花奈 (2) 武雄北 6 16.09 田崎　優空 (2) 上峰 7 16.30 山口　七海 (1) 西唐津

予選 +0.9 1 13.65 田代　ナナ (2) 武雄青陵 2 14.19 松尾　千誉 (1) 鳥栖 3 14.24 前田　瑠杏 (2) 伊万里 4 14.26 小森　亜優 (1) 江北

4組 5 14.69 藤田　涼楓 (2) 唐津五 6 15.89 野田　梨桜 (2) 城北 7 16.07 中島さくら (1) 城西

予選 +0.4 1 13.68 古賀夢結喜 (1) 鍋島 2 14.15 手島菜々子 (1) ATHLETELINK 3 14.63 原田　陽菜 (2) 致遠館 4 14.69 岩永奈那子 (2) 国見

5組 5 15.05 秀島　菜留 (2) 昭栄 6 15.57 森光叶希音 (2) 三田川 7 16.41 中島　える (2) 青嶺

予選 -0.4 1 13.78 今井　彩稀 (2) 致遠館 2 13.93 内川　聖菜 (2) 香楠 3 13.99 吉永　梨乃 (1) 山代 4 14.96 高祖みずき (1) 城南

6組 5 15.50 原口　紗和 (2) 北茂安 6 15.62 古賀　万葉 (2) 鍋島 7 15.75 青柳　若那 (1) 城東 8 16.00 辻　　絢花 (2) 城北

予選 -0.6 1 13.76 德久　莉央 (1) 有田 2 14.64 萩原　理央 (2) 鍋島 3 14.64 濱田　結衣 (1) 香楠 4 14.76 佐々木笑美 (2) 城北

7組 5 15.52 西村　歩育 (2) 大町ひじり学園 6 15.90 橋本　　桜 (2) 西部 7 15.91 坂口さくら (1) 城東 8 15.96 小栁　あい (1) 嬉野

予選 -0.4 1 13.82 平山　璃和 (1) 香楠 2 14.33 古川　桃花 (2) 武雄 3 14.52 末次　彩紀 (1) 城東 4 14.94 上野　叶実 (1) 江北

8組 5 14.99 井上　季星 (1) 西部 6 15.43 片渕　結愛 (2) 有明 7 15.59 今村　　結 (2) 城南 8 16.19 中尾　　絆 (1) 伊万里

予選 -1.1 1 13.95 宮﨑　小羽 (1) 唐津一 2 14.48 西谷　心美 (1) 香楠 3 15.34 山下陽菜乃 (1) 山内 4 15.45 中島　麻陽 (2) 城南

9組 5 15.81 山口　莉歩 (2) 小城 6 16.17 山口　理紗 (2) 思斉 7 16.35 福田　想來 (1) ATHLETELINK 8 16.40 財前恵里花 (1) 昭栄

予選 +0.8 1 14.58 永田　有彩 (1) 鳥栖 2 14.60 伊東里緒奈 (2) 致遠館 3 14.61 長友　陽咲 (1) 江北 4 14.85 廣重歩実奈 (1) 川副

10組 5 15.86 光井　絢香 (2) 弘学館 6 16.06 瀧口　　郁 (1) 早稲田佐賀 7 16.07 堀　　由乃 (1) ATHLETELINK 8 19.77 中村　心寧 (1) 鳥栖西

予選 +0.2 1 13.68 福井　心遥 (2) 伊万里 2 13.95 溝上　奏楽 (1) 城西 3 14.08 北村　結羽 (2) 金泉 4 14.94 堤　　千夏 (1) 城北

11組 5 15.57 江口　遥華 (1) 大和 6 15.88 野中　花歩 (2) 嬉野 7 16.05 江頭　梨乃 (1) 小城 8 16.74 松下　　恵 (2) 青嶺

予選 +0.2 1 13.84 大石　朔楽 (1) 東与賀 2 14.20 三宅　ナナ (2) 田代 3 14.26 松本ゆりあ (2) 浜玉 4 14.90 牧山　華恋 (2) 唐津一

12組 5 15.48 田代　瑠空 (1) 大和 6 15.76 嶋田　理沙 (2) 弘学館 7 16.45 高田　郁未 (1) 川登

予選 +0.9 1 13.94 郷田　光莉 (1) 早稲田佐賀 2 14.09 林田亜紗美 (2) 啓成 3 14.52 於保　彩吹 (1) 東与賀 4 15.02 石橋　奈々 (2) 大和

13組 5 15.20 副島さくら (1) 小城 6 15.78 岸田　桜空 (1) 唐津一

予選 +1.2 1 13.51 荒木　優那 (1) 鳥栖西 2 14.23 松元　千穂 (2) 昭栄 3 14.72 竹原　帆華 (2) 三田川 4 15.42 井上　優奈 (2) 城東

14組 5 15.52 吉田　光希 (2) 田代 6 16.18 岩野　紗季 (2) 小城 7 16.70 北村　優菜 (1) 川副

予選 +0.7 1 13.83 正林　夢結 (1) 致遠館 2 14.42 手島かえで (1) 昭栄 3 14.43 中村　美央 (2) 香楠 4 14.91 森　　愛美 (1) 武雄

15組 5 15.13 内田　　杏 (2) 三田川 6 15.30 吉富　百恵 (1) 鍋島 7 16.59 元村　樹音 (1) 大和

予選 +0.9 1 13.70 林　　杏應 (1) 田代 2 13.81 一ノ瀬優奈 (2) 武雄青陵 3 15.01 雲龍　　彩 (1) 江北 4 15.05 原﨑香里奈 (2) 有明

16組 5 15.17 平木　凛音　(1) 弘学館 6 15.42 片峰　美羽 (2) 鏡 7 15.44 岡村あやの (2) 北茂安

一般財団法人 佐賀陸上競技協会

Ｓ Ａ Ｇ Ａ ス タ ジ ア ム
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予選 +0.1 1 14.15 福田　綾乃 (2) ATHLETELINK 2 14.55 林田　結衣 (1) 基山 3 14.64 石田莉央奈 (1) 城北 4 15.12 吉野　　誉 (1) 伊万里

17組 5 15.15 安東ゆうな (2) 鏡 6 15.28 森光玲望音 (2) 三田川 7 16.77 朝日　紀華 (2) 神埼

予選 -0.6 1 14.01 末次　心音 (1) 成章 2 14.11 秀島　奈菜美(2) 城東 3 15.13 大古場心香 (2) 武雄北 4 15.35 中嶋　　雫 (2) 金泉

18組 5 15.39 溝口　心葉 (1) 千代田 6 15.89 眞鍋　桃夏 (2) 西唐津

予選 +0.9 1 13.79 西原心々花 (2) 致遠館 2 14.48 古賀　花凛 (2) 城南 3 14.85 西山　月希 (1) 成章 4 14.87 楠田　香琳 (2) 思斉

19組 5 15.09 石田　心愛 (1) 鳥栖 6 15.27 森　　彩芭 (1) 西部 7 16.75 井﨑　由結 (1) 小城

予選 +0.9 1 14.10 赤嶺　帆香 (1) 武雄青陵 2 14.75 古場　咲妃 (1) 成章 3 14.78 浪口　麻琴 (2) 唐津五 4 15.11 髙橋　来実 (2) 城西

20組 5 15.41 重松　俐音 (2) 北茂安 6 16.16 増本　美颯 (2) 唐津一

予選 -0.3 1 14.05 江口歩優奈 (1) 鍋島 2 14.42 森　　心結 (1) 川登 3 14.48 長野さゆり (2) 弘学館 4 14.56 下平　沙季 (2) 武雄

21組 5 14.85 古川　夢色 (2) 鳥栖 6 15.88 古賀ひなの (2) 城西 7 17.64 香田　稟乃 (1) 千代田

予選 +0.6 1 13.75 西川　蓮奈 (2) 西有田 2 14.37 藤田　世那 (2) 鏡 3 14.56 長尾　小雪 (2) 田代 4 15.08 下川　愛唯 (1) 昭栄

22組 5 15.37 山下　沙知 (1) 成章 6 16.05 岩本　澪奈 (2) 思斉

10/1 １００ｍ 決勝 -2.1 1 13.93 田代　ナナ (2) 武雄青陵 2 13.94 前田　葉月 (2) 城西 3 13.97 德久　莉央 (1) 有田 4 14.14 福井　心遥 (2) 伊万里

5 14.14 林　　杏應 (1) 田代 6 14.15 古賀夢結喜 (1) 鍋島 7 14.25 荒木　優那 (1) 鳥栖西 8 14.27 西川　蓮奈 (2) 西有田

10/1 １５０ｍ 予選 -1.2 1 21.67 北村　結羽 (2) 金泉 2 22.00 大久保慶華 (1) 鏡 3 22.55 常磐　優奈 (2) 鍋島 4 22.86 取井　結月 (1) 田代

1組 5 23.18 西原　絹華 (2) 北茂安 6 23.39 石橋　奈々 (2) 大和 7 24.19 中村　柚子 (1) 三田川 8 24.93 小栁　あい (1) 嬉野

予選 -0.5 1 21.44 最所　魅愛 (2) 北茂安 2 22.28 岩永奈那子 (2) 国見 3 22.30 糸山　果歩 (2) 神埼 4 23.14 下田　千花 (2) 弘学館

2組 5 23.53 谷口　紗彩 (1) 武雄 6 23.63 野中　花歩 (2) 嬉野 7 24.34 田邉　珠愛 (1) 鳥栖西 8 24.74 今泉　優奈 (1) 城北

予選 -2.8 1 21.18 林　　杏應 (1) 田代 2 21.71 音成　優里 (2) 基山 3 22.67 永田　有彩 (1) 鳥栖 4 22.71 柿添　桃菜 (2) 北茂安

3組 5 27.35 桃北菜南子 (1) 城東

予選 -1.4 1 20.97 今井　彩稀 (2) 致遠館 2 21.24 大石　朔楽 (1) 東与賀 3 21.53 林田亜紗美 (2) 啓成 4 23.55 崎田結莉愛 (1) 千代田

4組 5 23.65 高尾　柚那 (1) 田代 6 24.35 北　　七海 (1) 鏡 7 24.60 楪　　咲空 (2) 城東 8 24.68 木下　　爽 (1) 武雄

予選 -0.9 1 21.12 吉田　侑唯 (1) 基山 2 21.38 塘　　結衣 (2) 武雄 3 22.33 青木　愛弥 (2) 鍋島 4 22.55 川﨑　彩花 (2) 神埼

5組 5 23.41 野田ひなた (1) 城南 6 23.56 武廣　花菜 (2) 小城 7 24.14 西　　悠里 (1) 伊万里 8 25.78 蒲原　未佳 (1) 鏡

予選 -2.2 1 21.34 前田　葉月 (2) 城西 2 22.39 下平　沙季 (2) 武雄 3 22.58 原田　陽菜 (2) 致遠館 4 23.41 平木　凛音　(1) 弘学館

6組 5 23.56 石田　心愛 (1) 鳥栖 6 24.21 中島　里桜 (1) 城南

予選 -3.0 1 21.49 福田　綾乃 (2) ATHLETELINK 2 22.83 横山　愛莉 (2) 田代 3 23.80 副島さくら (1) 小城 4 24.08 吉富　百恵 (1) 鍋島

7組 5 24.15 中島　由里羽(2) 城東 6 24.27 高場　知花 (1) 致遠館

予選 +1.5 1 21.41 安藤　理奈 (2) 武雄青陵 2 21.54 松尾　千誉 (1) 鳥栖 3 21.61 古賀　花凛 (2) 城南 4 23.57 飛松　夢來 (1) 致遠館

8組 5 23.73 渡辺　美心 (2) 青嶺 6 24.14 城﨑　望実 (1) 香楠

予選 +0.1 1 21.25 手島菜々子 (1) ATHLETELINK 2 21.29 三宅　ナナ (2) 田代 3 21.58 貞松　一花 (1) 武雄青陵 4 22.98 大坪　涼花 (2) 思斉

9組 5 23.07 森光玲望音 (2) 三田川 6 23.90 安藤　統子 (2) 唐津東 7 24.80 江頭　未桜 (1) 城南
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予選 -2.5 1 21.42 一ノ瀬優奈 (2) 武雄青陵 2 22.04 田中さくら (2) 城南 3 23.13 太田　瑚春 (1) 唐津東 4 23.25 廣重歩実奈 (1) 川副

10組 5 24.09 川原　彩南 (2) 鍋島 6 24.76 中原　璃徠 (1) 三田川

予選 -1.9 1 20.87 古賀夢結喜 (1) 鍋島 2 21.31 赤嶺　帆香 (1) 武雄青陵 3 21.87 久保　碧唯 (2) OGIAC 4 22.15 山田　真麻 (2) 基里

11組 5 23.79 西村　歩育 (2) 大町ひじり学園 6 24.43 松尾　　菫 (1) 武雄

予選 -0.6 1 21.44 平山　璃和 (1) 香楠 2 22.68 奥野　結莉 (1) 武雄青陵 3 22.84 松永　花音 (2) 伊万里 4 23.31 古賀　美結 (2) 川副

12組 5 23.62 中島　心優 (2) 小城 6 28.20 香田　稟乃 (1) 千代田

10/1 １００ｍＨ 予選 -0.2 1 17.05 植田しずく (2) 神埼 2 18.32 前田　瑠杏 (2) 伊万里 3 18.96 橋本　花菜 (2) 神埼 4 19.03 川﨑　希藍 (1) 福富

1組 5 19.61 山口　優衣 (2) 武雄 6 19.94 大坪　菜瑚 (2) 大和

予選 +0.2 1 18.46 藤武　萠恋 (2) 福富 2 19.54 池内　美葡 (2) 鏡 3 19.82 土井　一眞 (2) 武雄 4 20.13 大久保愛来 (2) 基山

2組 5 20.45 秀島　菜留 (2) 昭栄 6 20.65 長尾　小雪 (2) 田代 7 22.08 緒方　紗雪 (2) 城東

予選 +1.2 1 19.82 松石　望愛 (2) 龍谷 2 20.01 飛松　夢來 (1) 致遠館 3 20.60 小森　叶愛 (2) 昭栄 4 20.82 小野　彩芭 (1) 基山

3組 5 21.40 眞鳥　　優 (2) OGIAC 6 21.96 川副　莉緒 (2) 城西 7 23.05 大串　歩夢 (2) 有田

予選 -1.1 1 20.36 安藤　統子 (2) 唐津東 2 20.38 安藤　理奈 (2) 武雄青陵 3 20.62 於保瑠里愛 (1) 鳥栖西 4 21.09 相良　愛直 (1) 福富

4組 5 21.48 平川　凜亞乃(1) 基山 6 21.94 取井　結月 (1) 田代 7 22.04 伊勢馬場杏 (2) 武雄北

予選 +0.5 1 18.87 手島かえで (1) 昭栄 2 21.46 久保　碧唯 (2) OGIAC 3 21.47 橋口　陽向 (1) 鳥栖西 4 21.64 前田　亜希 (2) 有田

5組 5 21.70 古川　　葵 (1) 小城 6 22.25 森　　心結 (1) 川登 7 23.32 吉田　光希 (2) 田代

予選 +0.8 1 19.86 溝口　心葉 (1) 千代田 2 20.73 丸山　夏凛 (1) 早稲田佐賀 3 21.83 竹原　唯莉 (1) 基山 4 22.37 本山　凛佳 (2) 江北

6組

10/1 １００ｍＨ 決勝 -0.2 1 17.05 植田しずく (2) 神埼 2 18.32 前田　瑠杏 (2) 伊万里 3 18.46 藤武　萠恋 (2) 福富 4 18.87 手島かえで (1) 昭栄

5 18.96 橋本　花菜 (2) 神埼 6 19.03 川﨑　希藍 (1) 福富 7 19.54 池内　美葡 (2) 鏡 8 19.61 山口　優衣 (2) 武雄

9 19.82 土井　一眞 (2) 武雄 10 19.82 松石　望愛 (2) 龍谷 11 19.86 溝口　心葉 (1) 千代田 12 19.94 大坪　菜瑚 (2) 大和

13 20.01 飛松　夢來 (1) 致遠館 14 20.13 大久保愛来 (2) 基山 15 20.36 安藤　統子 (2) 唐津東 16 20.38 安藤　理奈 (2) 武雄青陵

17 20.45 秀島　菜留 (2) 昭栄 18 20.60 小森　叶愛 (2) 昭栄 19 20.62 於保瑠里愛 (1) 鳥栖西 20 20.65 長尾　小雪 (2) 田代

21 20.73 丸山　夏凛 (1) 早稲田佐賀 22 20.82 小野　彩芭 (1) 基山 23 21.09 相良　愛直 (1) 福富 24 21.40 眞鳥　　優 (2) OGIAC

25 21.46 久保　碧唯 (2) OGIAC 26 21.47 橋口　陽向 (1) 鳥栖西 27 21.48 平川　凜亞乃(1) 基山 28 21.64 前田　亜希 (2) 有田

29 21.70 古川　　葵 (1) 小城 30 21.83 竹原　唯莉 (1) 基山 31 21.94 取井　結月 (1) 田代 32 21.96 川副　莉緒 (2) 城西

33 22.04 伊勢馬場杏 (2) 武雄北 34 22.08 緒方　紗雪 (2) 城東 35 22.25 森　　心結 (1) 川登 36 22.37 本山　凛佳 (2) 江北

37 23.05 大串　歩夢 (2) 有田 38 23.32 吉田　光希 (2) 田代

10/1 １５０ｍ 決勝 +1.4 1 20.45 林　　杏應 (1) 田代 2 20.46 今井　彩稀 (2) 致遠館 3 20.48 古賀夢結喜 (1) 鍋島 4 20.83 吉田　侑唯 (1) 基山

5 20.90 大石　朔楽 (1) 東与賀 6 21.19 赤嶺　帆香 (1) 武雄青陵 7 21.30 手島菜々子 (1) ATHLETELINK 8 21.37 三宅　ナナ (2) 田代



 予選・準決勝・決勝記録（女子） 主　催

競技会 第２８回　佐賀県中学生新人陸上競技大会 場　所

期  日 令和４年１０月１日（日）

予
準・決

10/1 ８００ｍ 予選 1  2:24.52 久保沙亜耶 (2) 城北 2  2:40.00 津山　美羽 (2) 塩田 3  2:43.46 山﨑　四季 (2) 白石 4  2:49.93 七島　有紀 (2) 小城

1組 5  2:53.23 市丸さやか (1) 東原庠舎中央校 6  2:59.27 崎田結莉愛 (1) 千代田 7  3:03.40 世並　彩花 (1) 田代 8  3:06.69 長谷川由喜 (1) 青嶺

9  3:15.60 牟田　未来 (2) 鳥栖西 10  3:16.65 佐藤　玲心 (2) 上峰 11  3:20.44 高倉　綾那 (2) 田代 12  3:29.76 大和

予選 1  2:29.70 光岡　琴奈 (2) 東原庠舎中央校 2  2:31.20 小山　あい (1) 鳥栖西 3  2:39.91 楠田ひめ乃 (2) 塩田 4  2:47.46 山手　絢菜 (1) 基里

2組 5  2:49.27 土井　暖佳 (2) 白石 6  2:50.18 坂西すみれ (2) 小城 7  2:50.90 渕　　結葉 (2) 武雄 8  2:54.77 竹下　莉緒 (1) 武雄

9  3:04.91 藤光　千華 (1) 北茂安 10  3:07.45 野﨑　優杏 (1) 西唐津 11  3:09.41 長瀬　伊織 (2) 田代 12  3:23.13 宮原　愛采 (2) 上峰

13  3:45.86 田島　美元 (1) 大和

予選 1  2:40.74 徳永　結芽 (2) 東原庠舎中央校 2  2:45.71 梅﨑　陽菜 (2) 小城 3  2:47.45 西之川朋花 (2) 川登 4  2:49.04 田代　里桜 (2) 思斉

3組 5  2:53.59 タソヘレンデレセ(1) 小城 6  2:57.36 濵崎　結羽 (1) 上峰 7  2:57.39 高木　唯花 (1) 武雄 8  3:00.95 井上菜々美 (2) 田代

9  3:03.65 古川　七実 (1) 致遠館 10  3:11.30 山田　瑞稀 (2) 城東 11  3:11.96 野田　梨桜 (2) 城北 12  3:18.57 生野　夏帆 (1) 西唐津

13  3:19.50 重安　柚希 (1) 鳥栖

予選 1  2:41.54 緒方みのり (1) 東原庠舎中央校 2  2:45.18 岩谷　采音 (2) 武雄 3  2:50.39 柴田　莉緒 (1) 小城 4  2:51.18 原　　朝陽 (1) 国見

4組 5  2:59.82 占部早良子 (2) 弘学館 6  3:01.72 平野　愛来 (2) 金泉 7  3:04.00 一ノ瀬小雪 (1) 川登 8  3:07.26 寺島　実子 (2) 田代

9  3:19.19 尊田　真未 (1) 成章 10  3:21.76 髙野　　凉 (1) 有田 11  3:32.50 岡　　芽依 (1) 鳥栖

10/1 ４００ｍ 予選 1  1:05.40 松本　琉里 (2) 神埼 2  1:09.67 古賀りおん (2) 香楠 3  1:13.96 中川内　楓 (1) 武雄 4  1:17.60 藤戸　咲希 (1) 上峰

1組 5  1:18.86 庄野　有紗 (2) 城東 6  1:19.61 渕　　美咲 (1) 武雄

予選 1  1:06.93 西川　蓮奈 (2) 西有田 2  1:08.65 西田和佳奈 (1) 鍋島 3  1:12.93 浦田　光彩 (1) OGIAC 4  1:14.99 横尾　夏輝 (1) 東与賀

2組 5  1:18.79 江口　　凛 (1) 武雄 6  1:21.82 鶴田　乃彩 (1) 上峰

予選 1  1:04.81 池田　夢唯 (2) 西有田 2  1:08.09 福井　心遥 (2) 伊万里 3  1:14.87 下田　千花 (2) 弘学館 4  1:16.02 力武　咲帆 (1) 武雄

3組 5  1:18.53 田中　心陽 (1) 大町ひじり学園 6  1:22.69 森園　絵茉 (1) 上峰

10/1 ２０００ｍ 予選 1  7:09.14 園田　華麗 (1) 東原庠舎中央校 2  7:09.63 水田　はな (3) 鳥栖 3  7:11.13 古賀結衣花 (3) 大和 4  7:14.88 中島　千歌 (3) 東原庠舎東部校

1組 5  7:25.40 古川　愛那 (3) 嬉野 6  7:32.15 宮﨑　乃彩 (3) 塩田 7  7:32.29 中島　和奏 (1) 東原庠舎東部校 8  7:38.48 山口　もも (3) 東原庠舎東部校

9  7:45.95 福田　香蓮 (3) 塩田 10  8:00.37 笠原　結心 (3) 嬉野 11  8:23.05 陣内　希羽 (2) 鳥栖 12  8:27.43 秋山裕琳菜 (3) 大和

13  8:31.18 緖方　沙紀 (3) 神埼 14  8:42.90 勝山　晏菜 (3) 大和 15  8:45.64 堤　日菜子 (2) 大和 16  8:56.59 伊東　美結 (2) 鳥栖

17  9:15.88 兵動　実紅 (1) 大和 18  9:17.88 上田　心優 (1) 大和

予選 1  7:55.90 西村ゆめの (3) 田代 2  8:00.64 松本　陽葵 (1) 城南 3  8:00.79 内田　伊織 (1) 城南 4  8:02.97 小宮　桜子 (1) 城南

2組 5  8:11.58 樋口きらら (2) 城南 6  8:14.51 本島　麻衣 (1) 城南 7  8:17.62 江崎海代香 (2) 城南 8  8:58.33 藤丸　莉那 (2) 田代

9  9:02.74 島ノ江心暖 (1) 小城 10  9:08.55 佐々木碧希 (3) 嬉野 11  9:13.21 澤田　結衣 (3) 北茂安 12  9:18.06 福田　理紗 (3) 田代

13  9:25.17 市丸　由莉 (1) 小城 14  9:30.20 古賀ほの香 (1) 小城 15  9:32.25 井上　希心 (1) 小城

一 般 財 団 法 人 佐 賀 陸 上 競 技 協 会

Ｓ Ａ Ｇ Ａ ス タ ジ ア ム

記録主任 小城　典隆

日付 種　目 氏　　名 所属名順位 記 録 氏　　名 所属名 順位 記 録 順位 記 録氏　　名 所属名 順位 記 録 氏　　名 所属名



 予選・準決勝・決勝記録（女子） 主　催

競技会 第２８回　佐賀県中学生新人陸上競技大会 場　所

期  日 令和４年１０月１日（日）

予
準・決

一 般 財 団 法 人 佐 賀 陸 上 競 技 協 会

Ｓ Ａ Ｇ Ａ ス タ ジ ア ム

記録主任 小城　典隆

日付 種　目 氏　　名 所属名順位 記 録 氏　　名 所属名 順位 記 録 順位 記 録氏　　名 所属名 順位 記 録 氏　　名 所属名

10/1 ２０００ｍ 決勝 1  7:09.14 園田　華麗 (1) 東原庠舎中央校 2  7:09.63 水田　はな (3) 鳥栖 3  7:11.13 古賀結衣花 (3) 大和 4  7:14.88 中島　千歌 (3) 東原庠舎東部校

5  7:25.40 古川　愛那 (3) 嬉野 6  7:32.15 宮﨑　乃彩 (3) 塩田 7  7:32.29 中島　和奏 (1) 東原庠舎東部校 8  7:38.48 山口　もも (3) 東原庠舎東部校

9  7:45.95 福田　香蓮 (3) 塩田 10  7:55.90 西村ゆめの (3) 田代 11  8:00.37 笠原　結心 (3) 嬉野 12  8:00.64 松本　陽葵 (1) 城南

13  8:00.79 内田　伊織 (1) 城南 14  8:02.97 小宮　桜子 (1) 城南 15  8:11.58 樋口きらら (2) 城南 16  8:14.51 本島　麻衣 (1) 城南

17  8:17.62 江崎海代香 (2) 城南 18  8:23.05 陣内　希羽 (2) 鳥栖 19  8:27.43 秋山裕琳菜 (3) 大和 20  8:31.18 緖方　沙紀 (3) 神埼

21  8:42.90 勝山　晏菜 (3) 大和 22  8:45.64 堤　日菜子 (2) 大和 23  8:56.59 伊東　美結 (2) 鳥栖 24  8:58.33 藤丸　莉那 (2) 田代

25  9:02.74 島ノ江心暖 (1) 小城 26  9:08.55 佐々木碧希 (3) 嬉野 27  9:13.21 澤田　結衣 (3) 北茂安 28  9:15.88 兵動　実紅 (1) 大和

29  9:17.88 上田　心優 (1) 大和 30  9:18.06 福田　理紗 (3) 田代 31  9:25.17 市丸　由莉 (1) 小城 32  9:30.20 古賀ほの香 (1) 小城

33  9:32.25 井上　希心 (1) 小城

10/1 １５００ｍ 予選 1  5:10.25 光岡　琴奈 (2) 東原庠舎中央校 2  5:10.57 徳永　結芽 (2) 東原庠舎中央校 3  5:10.85 緒方みのり (1) 東原庠舎中央校 4  5:18.73 加々良梨恋 (2) 武雄

1組 5  5:23.71 楠田ひめ乃 (2) 塩田 6  5:24.68 津山　美羽 (2) 塩田 7  5:27.27 土田　莉緒 (1) 国見 8  5:29.68 坂口　桃音 (1) 鳥栖西

9  5:30.84 大川内佳穂 (2) 嬉野 10  5:31.46 大久保　葵 (2) 城東 11  5:36.58 緒方　　鈴 (1) 塩田 12  5:39.53 馬場優莉奈 (1) 塩田

13  5:40.97 中園　友結 (1) 国見 14  5:45.09 富永　優香 (2) 塩田 15  5:55.46 永田　祐菜 (1) 嬉野

予選 1  5:40.75 郷田　光莉 (1) 早稲田佐賀 2  5:46.34 井上　　凛 (2) 川登 3  5:57.12 大久保里咲 (2) 香楠 4  6:03.08 筑紫　公子 (1) 鳥栖西

2組 5  6:15.49 渡島明日香 (2) 金泉 6  6:20.79 地﨑　永遠 (1) 小城 7  6:27.13 古川　実祐 (1) 嬉野 8  6:29.52 中田　紗月 (1) 小城

9  6:34.79 土田　深華 (1) 小城 10  6:46.64 照屋　琴美 (2) 弘学館 11  7:10.95 吉川　　舞 (2) 弘学館

10/1 １５００ｍ 決勝 1  5:10.25 光岡　琴奈 (2) 東原庠舎中央校 2  5:10.57 徳永　結芽 (2) 東原庠舎中央校 3  5:10.85 緒方みのり (1) 東原庠舎中央校 4  5:18.73 加々良梨恋 (2) 武雄

5  5:23.71 楠田ひめ乃 (2) 塩田 6  5:24.68 津山　美羽 (2) 塩田 7  5:27.27 土田　莉緒 (1) 国見 8  5:29.68 坂口　桃音 (1) 鳥栖西

9  5:30.84 大川内佳穂 (2) 嬉野 10  5:31.46 大久保　葵 (2) 城東 11  5:36.58 緒方　　鈴 (1) 塩田 12  5:39.53 馬場優莉奈 (1) 塩田

13  5:40.75 郷田　光莉 (1) 早稲田佐賀 14  5:40.97 中園　友結 (1) 国見 15  5:45.09 富永　優香 (2) 塩田 16  5:46.34 井上　　凛 (2) 川登

17  5:55.46 永田　祐菜 (1) 嬉野 18  5:57.12 大久保里咲 (2) 香楠 19  6:03.08 筑紫　公子 (1) 鳥栖西 20  6:15.49 渡島明日香 (2) 金泉

21  6:20.79 地﨑　永遠 (1) 小城 22  6:27.13 古川　実祐 (1) 嬉野 23  6:29.52 中田　紗月 (1) 小城 24  6:34.79 土田　深華 (1) 小城

25  6:46.64 照屋　琴美 (2) 弘学館 26  7:10.95 吉川　　舞 (2) 弘学館

10/1 ４００ｍ 決勝 1  1:03.45 池田　夢唯 (2) 西有田 2  1:04.73 松本　琉里 (2) 神埼 3  1:05.49 福井　心遥 (2) 伊万里 4  1:06.89 西川　蓮奈 (2) 西有田

5  1:08.74 西田和佳奈 (1) 鍋島 6  1:08.82 古賀りおん (2) 香楠 7  1:14.21 浦田　光彩 (1) OGIAC 8  1:14.53 中川内　楓 (1) 武雄

10/1 ８００ｍ 決勝 1  2:20.45 光岡　琴奈 (2) 東原庠舎中央校 2  2:22.54 久保沙亜耶 (2) 城北 3  2:24.13 緒方みのり (1) 東原庠舎中央校 4  2:32.57 小山　あい (1) 鳥栖西

5  2:34.27 徳永　結芽 (2) 東原庠舎中央校 6  2:37.95 津山　美羽 (2) 塩田 7  2:39.46 楠田ひめ乃 (2) 塩田 8  2:45.73 山﨑　四季 (2) 白石



 予選・準決勝・決勝記録（女子） 主　催

競技会 第２８回　佐賀県中学生新人陸上競技大会 場　所

期  日 令和４年１０月１日（日）

予
準・決

10/1 砲丸投 決勝 1   9m48 水田　莉由 (2) 小城 2   7m70 眞鳥　　優 (2) OGIAC 3   7m64 吉田　結衣 (2) 鳥栖 4   7m49 山口　りさ (2) 鳥栖

5   7m33 森田美沙稀 (2) 鳥栖西 6   6m80 丸山　夏凛 (1) 早稲田佐賀 7   6m70 楪　　咲空 (2) 城東 8   6m67 永松　夏妃 (2) 武雄

9   6m55 石黒　愛海 (2) 鍋島 10   6m43 森　　　楓 (1) 基里 11   6m11 中島　由里羽(2) 城東 12   6m10 溝口　莉温 (2) 白石

13   5m84 鷲﨑　理央 (1) 城北 14   5m46 平野　瑠璃 (1) 鳥栖西 15   5m43 久保田穂香 (2) 白石 16   5m34 大宅　絢乃 (2) 武雄

17   5m25 竹原　帆華 (2) 三田川 18   5m21 原田　侑奈 (1) 鍋島 19   5m19 萩原　理央 (2) 鍋島 20   4m48 島内　　葵 (1) 昭栄

21   4m48 牛島　叶愛 (2) 三田川 22   4m41 福田　香榛 (1) 鳥栖西 23   4m14 内田　　杏 (2) 三田川

10/1 走幅跳 決勝 1   5m08 音成　優里 (2) 基山 2   4m57 西原心々花 (2) 致遠館 3   4m55 最所　魅愛 (2) 北茂安 4   4m44 水田　莉由 (2) 小城

-0.3 -1.4 +0.7 +1.0 

5   4m44 堀田　　杏 (2) 唐津一 6   4m36 森　菜々美 (2) 武雄 7   4m27 於保　彩吹 (1) 東与賀 8   4m15 正林　夢結 (1) 致遠館

-0.6 +0.5 -0.9 +0.5 

9   4m13 松元　千穂 (2) 昭栄 10   4m11 三浦　心咲 (2) 鳥栖西 11   4m05 太田　瑚春 (1) 唐津東 12   3m95 山口　梨央奈(2) 城東

+0.0 +1.2 -0.7 -1.1 

13   3m93 山﨑　四季 (2) 白石 14   3m93 堤　　千夏 (1) 城北 15   3m90 渕上　彩羽 (1) 基里 16   3m88 吉田　侑唯 (1) 基山

-0.8 +1.6 +0.1 -0.6 

17   3m84 楠田　香琳 (2) 思斉 18   3m76 高場　知花 (1) 致遠館 19   3m73 古賀いちか (1) 福富 20   3m70 吉田　結衣 (2) 鳥栖

+0.6 -0.2 +0.6 -0.6 

21   3m68 福地　陽菜 (2) 鍋島 22   3m58 常磐　優奈 (2) 鍋島 23   3m58 浦田　光彩 (1) OGIAC 24   3m55 井上　優奈 (2) 城東

-0.2 -1.3 +1.6 -0.3 

25   3m52 岡部　ﾗｳﾗ菜々 (1) 基山 26   3m51 重松　俐音 (2) 北茂安 27   3m50 岩野　紗季 (2) 小城 28   3m48 川原　彩南 (2) 鍋島

-2.0 -0.2 -0.4 -0.0 

29   3m32 中島　麻陽 (2) 城南 30   3m27 溝口　莉温 (2) 白石 31   3m26 真鍋　悠愛 (2) 武雄 32   3m25 山口　莉歩 (2) 小城

-0.4 +0.4 -0.6 -1.2 

33   3m15 石田莉央奈 (1) 城北 34   3m14 西山　　凜 (1) 有田 35   3m09 中島　楓乃 (2) 香楠 36   3m08 古賀ひなの (2) 城西

+1.4 -0.5 -0.7 -1.1 

37   3m06 江頭　未桜 (1) 城南 38   3m04 雲龍　　彩 (1) 江北 39   2m96 今村　　結 (2) 城南 40   2m82 中村　美央 (2) 香楠

-1.6 -1.2 -1.0 +0.2 

41   2m72 長野　陽菜 (2) 城西 42   2m72 篠原結衣子 (1) 大和 43   2m42 牛島　叶愛 (2) 三田川

+0.3 +1.9 +1.3 

10/1 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 決勝 1  26m01 池上　凛菜 (1) 福富 2  25m91 藤田　美帆 (2) 基山 3  22m16 伊東里緒奈 (2) 致遠館 4  21m61 古川　七実 (1) 致遠館

5  19m74 北島　　黎 (2) 城西 6  18m86 舩津　結凛 (2) 基山 7  18m13 志波　芽結 (2) 城西 8  17m84 田中　心陽 (1) 大町ひじり学園

9  17m73 大古場心香 (2) 武雄北 10  17m34 荒木　美優 (1) 小城 11  16m45 永松　夏妃 (2) 武雄 12  15m28 古賀　万葉 (2) 鍋島

13  14m48 江口歩優奈 (1) 鍋島 14  12m34 真子　　芽 (1) 小城 15  12m24 鷲﨑　理央 (1) 城北 16  10m85 野田ひなた (1) 城南

17  10m29 中島　里桜 (1) 城南 18   9m10 高祖みずき (1) 城南 19   9m05 福地　陽菜 (2) 鍋島 20   7m11 井﨑　由結 (1) 小城

21   6m73 原田　侑奈 (1) 鍋島

氏　　名 所属名 順位 記 録 氏　　名 所属名順位 記 録 氏　　名 所属名氏　　名 所属名

一 般 財 団 法 人 佐 賀 陸 上 競 技 協 会

Ｓ Ａ Ｇ Ａ ス タ ジ ア ム

記録主任 小城　典隆

順位 記 録順位 記 録日付 種　目



 予選・準決勝・決勝記録（女子） 主　催

競技会 第２８回　佐賀県中学生新人陸上競技大会 場　所

期  日 令和４年１０月１日（日）

予
準・決

氏　　名 所属名 順位 記 録 氏　　名 所属名順位 記 録 氏　　名 所属名氏　　名 所属名

一 般 財 団 法 人 佐 賀 陸 上 競 技 協 会

Ｓ Ａ Ｇ Ａ ス タ ジ ア ム

記録主任 小城　典隆

順位 記 録順位 記 録日付 種　目

10/1 走高跳 決勝 1 1m35 緒方　彩恵 (2) 香楠 2 1m35 德久　莉央 (1) 有田 3 1m35 池上　凛菜 (1) 福富 4 1m25 野口　心々奈(2) 城東

4 1m25 古賀由梨奈 (1) 唐津一 6 1m25 古賀いちか (1) 福富 6 1m25 土井　一眞 (2) 武雄 8 1m25 長野　陽菜 (2) 城西

9 1m20 井邊　心奈 (2) 致遠館 10 1m20 古川　夢色 (2) 鳥栖 11 1m15 江頭　梨乃 (1) 小城 11 1m15 下川　愛唯 (1) 昭栄

11 1m15 緒方　紗雪 (2) 城東 11 1m15 小森　叶愛 (2) 昭栄 15 1m15 藤田　涼楓 (2) 唐津五 15 1m15 西山　　凜 (1) 有田

17  瀧口　　郁 (1) 早稲田佐賀 17  栗山　心花 (1) 武雄



 予選・準決勝・決勝記録（女子） 主　催

競技会 第２８回　佐賀県中学生新人陸上競技大会 場　所

期  日 令和４年１０月１日（日）

予
準・決

10/1 ４×１００ｍ 予選 1 53.21 一ノ瀬優奈 (2) 武雄青陵 2 53.33 下平　沙季 (2) 武雄 3 53.73 正林　夢結 (1) 致遠館 4 53.88 萩原　理央 (2) 鍋島

1組 堤　　鈴音 (2) 森　菜々美 (2) 今井　彩稀 (2) 江口歩優奈 (1)

赤嶺　帆香 (1) 塘　　結衣 (2) 原田　陽菜 (2) 西田和佳奈 (1)

田代　ナナ (2) 古川　桃花 (2) 西原心々花 (2) 古賀夢結喜 (1)

5 54.85 川﨑　彩花 (2) 神埼 6 56.37 堀田　　杏 (2) 唐津一 7 57.18 中島　心優 (2) 小城

松本　琉里 (2) 宮﨑　小羽 (1) 水田　莉由 (2)

糸山　果歩 (2) 牧山　華恋 (2) 古川　　葵 (1)

橋本　花菜 (2) 福田　彩乃 (2) 武廣　花菜 (2)

予選 1 53.92 内川　聖菜 (2) 香楠 2 55.27 中島瑚々奈 (1) 伊万里 3 56.36 大久保慶華 (1) 鏡 4 59.72 森　　彩芭 (1) 西部

2組 平山　璃和 (1) 福井　心遥 (2) 安東ゆうな (2) 井上　季星 (1)

中村　美央 (2) 松永　花音 (2) 濱本　優実 (1) 梶原　優羽 (1)

緒方　彩恵 (2) 前田　瑠杏 (2) 藤田　世那 (2) 橋本　　桜 (2)

5  1:00.57 江口　遥華 (1) 大和 6  1:02.59 山口　七海 (1) 西唐津

大坪　菜瑚 (2) 村山　詩季 (1)

田代　瑠空 (1) 生野　夏帆 (1)

石橋　奈々 (2) 野﨑　優杏 (1)

予選 1 55.98 山口　梨央奈(2) 城東 2 56.22 長友　陽咲 (1) 江北 3 56.68 前田　葉月 (2) 城西 4 57.70 渕上　彩羽 (1) 基里

3組 末次　彩紀 (1) 小森　亜優 (1) 溝上　奏楽 (1) 山田　真麻 (2)

緒方　紗雪 (2) 一ノ瀬美結　(1) 志波　芽結 (2) 森　　　楓 (1)

秀島　奈菜美(2) 上野　叶実 (1) 髙橋　来実 (2) 山手　絢菜 (1)

5 58.52 竹原　帆華 (2) 三田川 6  1:00.72 楠田　香琳 (2) 思斉

内田　　杏 (2) 大坪　涼花 (2)

森光叶希音 (2) 山口　理紗 (2)

森光玲望音 (2) 岩本　澪奈 (2)

予選 1 54.24 大久保愛来 (2) 基山 2 56.69 大野　桜来 (1) 鳥栖西 3 56.98 秀島　菜留 (2) 昭栄 4 57.16 高祖みずき (1) 城南

4組 林田　結衣 (1) 荒木　優那 (1) 松元　千穂 (2) 田中さくら (2)

吉田　侑唯 (1) 三浦　心咲 (2) 手島かえで (1) 今村　　結 (2)

音成　優里 (2) 本多　彩華 (1) 小森　叶愛 (2) 古賀　花凛 (2)

5  1:01.02 下田　千花 (2) 弘学館 6  1:03.05 中島　える (2) 青嶺

長野さゆり (2) 松下　　恵 (2)

嶋田　理沙 (2) 中島　実咲 (1)

光井　絢香 (2) 渡辺　美心 (2)

順位 記 録 順位 記 録日付 種　目 所属名

一 般 財 団 法 人 佐 賀 陸 上 競 技 協 会

Ｓ Ａ Ｇ Ａ ス タ ジ ア ム

記録主任 小城　典隆

氏　　名 所属名 順位 記 録 氏　　名 氏　　名 所属名所属名 順位 記 録 氏　　名



 予選・準決勝・決勝記録（女子） 主　催

競技会 第２８回　佐賀県中学生新人陸上競技大会 場　所

期  日 令和４年１０月１日（日）

予
準・決

順位 記 録 順位 記 録日付 種　目 所属名

一 般 財 団 法 人 佐 賀 陸 上 競 技 協 会

Ｓ Ａ Ｇ Ａ ス タ ジ ア ム

記録主任 小城　典隆

氏　　名 所属名 順位 記 録 氏　　名 氏　　名 所属名所属名 順位 記 録 氏　　名

10/1 ４×１００ｍ 決勝 1 53.21 一ノ瀬優奈 (2) 武雄青陵 2 53.33 下平　沙季 (2) 武雄 3 53.73 正林　夢結 (1) 致遠館 4 53.88 萩原　理央 (2) 鍋島

堤　　鈴音 (2) 森　菜々美 (2) 今井　彩稀 (2) 江口歩優奈 (1)

赤嶺　帆香 (1) 塘　　結衣 (2) 原田　陽菜 (2) 西田和佳奈 (1)

田代　ナナ (2) 古川　桃花 (2) 西原心々花 (2) 古賀夢結喜 (1)

5 53.92 内川　聖菜 (2) 香楠 6 54.24 大久保愛来 (2) 基山 7 54.83 三宅　ナナ (2) 田代 8 54.85 川﨑　彩花 (2) 神埼

平山　璃和 (1) 林田　結衣 (1) 林　　杏應 (1) 松本　琉里 (2)

中村　美央 (2) 吉田　侑唯 (1) 長尾　小雪 (2) 糸山　果歩 (2)

緒方　彩恵 (2) 音成　優里 (2) 横山　愛莉 (2) 橋本　花菜 (2)

9 55.27 中島瑚々奈 (1) 伊万里 10 55.98 山口　梨央奈(2) 城東 11 56.22 長友　陽咲 (1) 江北 12 56.36 大久保慶華 (1) 鏡

福井　心遥 (2) 末次　彩紀 (1) 小森　亜優 (1) 安東ゆうな (2)

松永　花音 (2) 緒方　紗雪 (2) 一ノ瀬美結　(1) 濱本　優実 (1)

前田　瑠杏 (2) 秀島　奈菜美(2) 上野　叶実 (1) 藤田　世那 (2)

13 56.37 堀田　　杏 (2) 唐津一 14 56.44 永田　有彩 (1) 鳥栖 15 56.68 前田　葉月 (2) 城西 16 56.69 大野　桜来 (1) 鳥栖西

宮﨑　小羽 (1) 松尾　千誉 (1) 溝上　奏楽 (1) 荒木　優那 (1)

牧山　華恋 (2) 古川　夢色 (2) 志波　芽結 (2) 三浦　心咲 (2)

福田　彩乃 (2) 吉田　結衣 (2) 髙橋　来実 (2) 本多　彩華 (1)

17 56.76 古場　咲妃 (1) 成章 18 56.98 秀島　菜留 (2) 昭栄 19 57.16 高祖みずき (1) 城南 20 57.18 中島　心優 (2) 小城

西山　月希 (1) 松元　千穂 (2) 田中さくら (2) 水田　莉由 (2)

山下　沙知 (1) 手島かえで (1) 今村　　結 (2) 古川　　葵 (1)

末次　心音 (1) 小森　叶愛 (2) 古賀　花凛 (2) 武廣　花菜 (2)

21 57.70 渕上　彩羽 (1) 基里 22 57.80 佐々木笑美 (2) 城北 23 58.52 竹原　帆華 (2) 三田川 24 58.67 西原　絹華 (2) 北茂安

山田　真麻 (2) 石田莉央奈 (1) 内田　　杏 (2) 柿添　桃菜 (2)

森　　　楓 (1) 堤　　千夏 (1) 森光叶希音 (2) 原口　紗和 (2)

山手　絢菜 (1) 辻　　絢花 (2) 森光玲望音 (2) 岡村あやの (2)

25 59.58 川﨑　希藍 (1) 福富 26 59.72 森　　彩芭 (1) 西部 27  1:00.57 江口　遥華 (1) 大和 28  1:00.72 楠田　香琳 (2) 思斉

藤武　萠恋 (2) 井上　季星 (1) 大坪　菜瑚 (2) 大坪　涼花 (2)

古賀いちか (1) 梶原　優羽 (1) 田代　瑠空 (1) 山口　理紗 (2)

相良　愛直 (1) 橋本　　桜 (2) 石橋　奈々 (2) 岩本　澪奈 (2)

29  1:01.02 下田　千花 (2) 弘学館 30  1:02.59 山口　七海 (1) 西唐津 31  1:03.05 中島　える (2) 青嶺

長野さゆり (2) 村山　詩季 (1) 松下　　恵 (2)

嶋田　理沙 (2) 生野　夏帆 (1) 中島　実咲 (1)

光井　絢香 (2) 野﨑　優杏 (1) 渡辺　美心 (2)


