
競技

氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属 得点

成年男子A スキージャイアントスラローム 岡田　利修 ７位 2.0
成年女子A スキージャイアントスラローム 湯本　浩美 ６位 3.0

ボート 成年女子 ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 岡　絵梨子 法政大学 鈴木　純子 厳木高校 ７位 2.0 2.0
重　由美子 佐賀県ヨットﾊｰﾊﾞｰ

松尾　綾 西九州大学 松山　和興 （財）佐賀県体育協会

齋藤　航 辰本　卓 佐賀県庁
宮﨑　雄大 坂本　常藏 佐賀県ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ

ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級ｽﾓｰﾙ 吉永　弘斗 稲葉　伸理 稲葉土地家屋調査事務所 1位 8.0

少年女子 ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級ｽﾓｰﾙ 鬼塚弥那美 2位 7.0

８００M 陣内　綾子 佐賀大学 2位 7.0

走高跳 松藤　未央 大和養護学校 ７位 2.0
少年女子Ｂ 100mH 紫村　仁美 鳥栖中学校 ６位 3.0

富崎　優也
伊藤　潤

ﾗｲﾄﾌﾗｲ級 森　智文 大東文化大学 ５位 2.5
ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ級 吉永　幸晴 ﾎﾞﾃﾞｨｰｱｰﾄﾖｼﾅｶﾞ ３位 5.5
ｳｪﾙﾀｰ級 川内　将嗣 専修大学 １位 8.0
ﾐﾄﾞﾙ級 高島　祐作 大東文化大学 ２位 7.0

木村　有希
青木　絢子
浅津ゆうこ
石原亜希菜
渡辺真由美
橋本　直子
吉田　安里
平下　亜矢
小山　修加
野田　昌代
筒井視穂子
佐藤　　聖
松山　　実
古河　孝章
瀬田　淳貴
田口　康太
森　　翔太
田端　由華
小野田ゆず葉

松井未央子
廣田　　泉
山口紗都美

成年男子 ｸﾞﾚｺ　55㎏ 池田　利明 嬉野中学校 松尾　秀二 鳥栖工業高校 ５位 2.5

ｸﾞﾚｺ　50㎏ 内村　勇太 鹿島実業高校 ２位 7.0

ﾌﾘｰ　74㎏ 武富　　隆 鹿島実業高校 ３位 5.5

ｸﾞﾚｺ　84㎏ 野田　真司 鹿島実業高校 ５位 2.5

ﾌﾘｰ　96㎏ 稲富　康介 鹿島実業高校 ５位 2.5

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 ５６Kg級ジャーク 千代田宏志 有田工業高校 平尾　俊輔 美光瑞園会天心園 ６位 3.0 3.0
田中　慎一
谷川　一寿
村上　直樹
阪　　昭博
鶴田　裕喜
松野　雅崇
石黒　将之
植木　宏和
佐久間俊輔
村上　秀行
中畠　嘉之
藤山　岳士
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競　技　名 種　別 種　目
選　　　　　　　手 監　　　　　　　督

順位 得点

5.0

水泳 少年男子Ｂ 200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 前田　浩史 佐賀学園高校

スキー 天山リゾート 松永　茂 ＮＴＴドコモ九州

8.0

ｾｰﾘﾝｸﾞ

成年女子 ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 1位 24.0

舟木　孝治
阿世賀紀光

佐賀学園高校 １位 8.0

63.0
少年男子

ＦＪ級
唐津西高校

1位 24.0

12.0

ﾃﾆｽ 少年男子 龍谷高校 新開　武

陸上
成年女子

池田　明廣
吉松　幸宏
山下　和幸

唐津工業高校
神埼高校

佐賀東高校

18.0 18.0

ボクシング 成年男子 山口　正一佐賀県総合運動場 23.0

真鍋　政義 久光製薬

龍谷高校 ３位

バレーボール 成年女子 ６人制 久光製薬 ７位 7.5 7.5

体操

少年男子

新体操

神埼清明高校 中山　智浩 神埼清明高校 ３位

元島　邦彦

30.0

65.0

少年女子 佐賀女子高校
光岡三佐
子　　横川

由美
佐賀女子高校 ２位 35.0

レスリング 20.0
少年男子 小柴　健二 鹿島実業高校

ハンドボール 成年男子 トヨタ紡織九州 トヨタ紡織九州 ５位 12.5 12.5



競技
氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属 得点

中尾　寛之
白仁田和也
山崎　裕樹
筒井　崇博
稲富　　純
小野　克俊
久米　勝也 原口一博事務所
宮地　徳行 鳥栖市役所
糸山　直樹 佐賀ﾘｺﾋﾟｰｻｰﾋﾞｽ
野田慎太郎 野田鮮魚店
西方　俊二 松浦通運
弥富　弘之 佐賀銀行久留米支店

七浦　信行 大松鉄工
村山　秀司 佐賀市役所
大隈　順久 あいおい損保保険
中村　浩一 佐賀リコー
北村　良二 佐賀米商
執行　義明 佐賀土木事務所
原田　友春 百武整形外科
田中　孝尚 山代ｶﾞｽ佐賀営業所

嶋谷　守保 ＮＴＴﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ
50ｍP60M ３位 6.0

50ｍK20M 2位 7.0

50ｍ3×40M 姉川　新 鳥栖農林事務所 ８位 1.0

CP60M 三宮　規史 佐賀県警察署 ２位 7.0

10ｍS２0MJ 森永　英二 佐賀東高校 ２位 7.0

BRS60MJ 宮副　一誠 小城高校 ７位 2.0

10mS40WJ ７位 2.0

10mS20WJ ２位 7.0

寺﨑　邦朗 佐賀東高校
笹川　哲平
笹川　裕貴
東中尾　修 佐賀少年刑務所
田原　久巳 諸富中学校
吉木ひかる 佐賀学園高校
大隈　春香 龍谷高校
鶴田　典子
橋本　　恵
山﨑　澄子 白石高校
平川　直徳 徳須恵郵便局
尾形　和俊 ㈱ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ九州

尾崎　晃一 ㈱東京電力
浅野　真弓 （株）佐電工
吉丸まき子 近畿大学
馬場可那子 日本体育大学
勝山　綾香 佐賀東高校
山口あゆみ 牛津高校
山口　宏華 佐賀東高校

　競　技　得　点 点

○天皇杯順位：３７位 ○皇后杯順位：３１位

順位種　別 種　目
選　　　　　　　手 監　　　　　　　督

得点

ソフトテニス 少年男子 塩田工業高校 神近　　正 塩田工業高校 ６位 15.0

競　技　名

15.0

軟式野球 成年 久米　勝也 原口一博事務所 ６位 24.0 24.0

ライフル射撃

成年男子
礒部　直樹 (財)佐賀県体育協会

39.0

少年男子

少年女子 村岡 理沙 佐賀清和高校

高柳　喜人多久市立東部中学校

47.5

佐賀県警察機動隊

少年女子 嘉村　直樹 白石高校 ２位 35.0

成年男子

飯盛　　裕 ベースキャンプ

５位 12.5寺﨑　邦朗 佐賀東高校

三養基高校

山岳 成年男子 クライミング

剣道

４位 15.0 15.0

アーチェリー 成年女子 田中　伸周 厳木高校 ５位 12.0

397.5

12.0

なぎなた 少年女子 試合 野口みや子 牛津高校 ７位 6.0 6.0
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