
氏名 所属

成年男子 10000m競歩 大隅　武士 ＪＲ九州 7位 2 点

成年女子 800m 陣内　綾子 九電工 4位 5 点

成年男子 高飛込（飛込） 野口　基勝 福山平成大学 8位 1 点

成年女子 50m自由形（競泳） 西早　　櫻 中京大学 7位 2 点

國元　悠衣 唐津商業高校

小松　倫子 唐津東高校

成年女子 県選抜チーム 5位 20 点

少年男子 伊万里商業高校 4位 40 点

5 サッカー 少年男子 県選抜チーム 5位 20 点 20.0

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ74㎏級 中村百次郎 日本体育大学 5位 2.5 点

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ85㎏級 角　　雅人 自衛隊体育学校 5位 2.5 点

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ130㎏級 執行　大海 日本文理大学 5位 2.5 点

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ66㎏級 諏訪間新之亮 5位 2.5 点

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ84㎏級 中村　亜靖 5位 2.5 点

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ96㎏級 森　　恵太 5位 2.5 点

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ55㎏級 吉田　皓飛 5位 2.5 点

宮口　悠大 中央大学

岡田　奎樹 早稲田大学

重　由美子 佐賀県ヨットハーバー

宮﨑　歩美 株式会社九州電力

少年女子 ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級 荒木　陽菜 唐津東高校 3位 6 点

94㎏級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 7位 2 点

94㎏級ｽﾅｯﾁ 8位 1 点

10 ハンドボール 成年男子 トヨタ紡織九州 5位 12.5 点 12.5

成年男子 スプリント 橋本　瑠偉 明治大学 3位 6 点

少年男子 ケイリン 坂田　康季 龍谷高校 7位 2 点

成年女子 馬場馬術 古賀　千尋 久光製薬株式会社 8位 1 点

少年 自由演技馬場馬術 空閑　敦子 精華学園高校 7位 2 点

成年女子 10mｴｱ･ﾗｲﾌﾙ伏射(40発) 堅田みちる 関西大学 7位 2 点

ﾋﾞｰﾑ･ﾗｲﾌﾙ立射(60発) 2位 7 点

ﾋﾞｰﾑ･ﾗｲﾌﾙ立射(30発) 5位 4 点

10mｴｱ･ﾗｲﾌﾙ立射(60発) 髙田　裕介 致遠館高校 5位 4 点

尾﨑　晃一 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄ株式会社

樋口　純裕 ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｼﾞﾑ「PUPM2」

岸川　弓子 多久高校

樋口　結花 東部中学校

靏本　直生 多久高校

小島麟太郎 基里中学校

15 バレーボール 成年女子 久光製薬ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ 2位 35 点 35.0

18 ボクシング 少年男子 ウエルター級 成富丈一郎 杵島商業高校 3位 5.5 点 5.5

成年男子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ･ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ(500m) 佐藤　　光 大正大学 7位 2 点

少年男子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ･ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ(500m) 野田　凱斗 鳥栖工業高校 8位 1 点

390.0

349.5

739.5

3.0

17

16 柔道 成年男子 5位 12.5 点 12.5

剣道 12.5

19 カヌー

少年女子 リード

少年男子 リード

山岳14 33.0

成年男子 リード 5位 12 点

3.0

県選抜チーム

県選抜チーム

60.0

3.0

13 ライフル射撃
少年男子

林　　晃輝 佐賀学園高校 17.0

6 体操 25.0

7 レスリング

8 セーリング 48.0

11 自転車

12 馬術

9 ウエイトリフティング

県選抜チーム

8.0

ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級

少年男子 鳥栖工業高校

少年女子 ダブルスカル

成年女子 団体総合 4位 25 点

松尾　淳一 福岡大学 3.0

18 点

優勝 24 点

3位

成年男子 470級

成年男子

成年男子

17.5

成年女子

総合得点

参加得点

競技得点

6 点7位

4位 15 点

3 ボート

4 ホッケー

成年男子 5位 12.5 点

県選抜チーム20 なぎなた 成年女子 試合 8位 3 点
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競技得点

1 陸上

NO 競技名 種別 種目
選手

水泳2

7.0

3.0

21.021 点2位

順位 得点


