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１．はじめに

本年度は、８年振りに本県で開催する平成２６年度全九州高等学校駅伝競走大会を本専

門部の最重要競技会として準備してきました。この大会に合わせて新コースの設定等約３

年の時間を費やしました。重春充専門部長（唐津工業高校長）のもと９名の専門部員がそ

れぞれの役割を全うし、１１月１５日（土）に開会式、翌１６日（日）にレースと無事に

終了することができました。県高体連事務局、佐賀陸上競技協会、警察関係、県空港課、

地元農協・漁協、自治会等様々なご協力を頂きました。この場を借りてお礼を申し上げま

す。

また本年度をもって全国高体連陸上競技専門部北九州地区常任委員の任務を終えること

になります。全国高体連の様々な仕事を通し、今後の貴重な勉強をさせて頂きました。重

ねてお礼申し上げます。

２．今年度を振り返って

本年度の全国高校総体南関東総体山梨大会は、本専門部にとって歴史的な大会となり

ました。女子４☓１００ｍリレーにおいて佐賀北高（萩原千春・山本果苗・原菜月・久保

山晴菜）が４６”３０で第４位入賞。本県女子のリレー種目での入賞は５０年を越える長

い高体連の歴史の中で初めての偉業を達成してくれました。このシーンを陸上競技専門部

委員長として目の当たりに出来たことを光栄にまた、誇りに感じます。佐賀北高リレーメ

ンバー、顧問の丸小野仁之先生に深く感謝いたします。この偉業が、一過性のものとなら

ないように毎年この感動を味わえるように我々専門部、頑張っていきたいものです。

また、この大会には佐賀北高女子リレー以外にも入賞可能な選手、三段跳び・走幅跳び

の佐賀工業高、許田悠貴選手、女子やり投げの勝野有稀選手が出場しましたが、残念なが

ら入賞を逸しました。全国の舞台で力を発揮することの難しさを改めて感じるとともに専

門部としてのこれからの課題である事を痛感しました。

３．最後に

平成２４年度に全国総体北九州地区予選会、平成２５年度に全九州高校新人陸上競技

大会、そして本年度全九州高校駅伝競走大会と３年連続のビックイベントの開催、運営を

滞ることなく無事に終えた事を専門委員長として嬉しく思います。専門委員として東奔西

走、身を粉にして準備・運営に尽力していただいた部長はじめ、８名の専門委員の先生方、

ありがとうございました。
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平成２５年度　佐賀県高等学校 新人陸上競技大会 2013年9月14日(土)～15日(日)

兼全九州高等学校新人陸上競技対校選手権大会予選会 決勝一覧表
佐賀県総合運動場陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子 9/14 １００ｍ 下村　　大貴 (2) 10.92 中島　　良輔 (2) 10.99 安永　　智哉 (2) 11.00 草野　　　陸 (1) 11.10 池田　　雅弘 (1) 11.15 古澤　　将斗 (2) 11.19 八尋　　駿弥 (2) 11.25 中川原　拓海 (2) 11.32

佐工 +4.1 多久 +4.1 鳥栖 +4.1 致遠館 +4.1 佐工 +4.1 鳥工 +4.1 鳥工 +4.1 龍谷 +4.1 
男子 9/15 ２００ｍ 下村　　大貴 (2) 22.04 尾崎　　　颯 (2) 22.53 中島　　良輔 (2) 22.64 草野　　　陸 (1) 22.66 安永　　智哉 (2) 22.69 島田　　聖也 (2) 22.92 進藤　　優吾 (1) 22.93 池田　　雅弘 (1) 23.00

佐工 +4.2 鳥工 +4.2 多久 +4.2 致遠館 +4.2 鳥栖 +4.2 武雄 +4.2 鳥工 +4.2 佐工 +4.2 
男子 9/14 ４００ｍ 牟田口　　純 (2) 50.93 松尾　　大樹 (2) 51.35 島内　　謙太 (2) 51.88 田崎　　　諒 (2) 52.27 野﨑　　竜暉 (1) 52.55 鶴田　　時貞 (2) 52.64 尾原　悠太郎 (2) 54.12 森山　　英雄 (1) 54.33

佐工 敬徳 龍谷 唐南 唐商 鳥工 弘学館 早稲田

男子 9/15 ８００ｍ 松尾　　大樹 (2)  1:57.28 田渕　　冬馬 (2)  1:58.68 添田　　知宏 (1)  1:58.75 田崎　　　諒 (2)  1:58.83 塩﨑　　泰希 (2)  2:01.67 田中　　海渡 (2)  2:02.96 手嶋　　彰宏 (2)  2:04.25 北野　　耕大 (1)  2:07.24
敬徳 NGR 佐商 鳥工 唐南 牛津 早稲田 鳥工 早稲田

男子 9/14 １５００ｍ 嘉村　　大悟 (2)  4:07.17 宗　　　直輝 (1)  4:07.57 吉岡　　幸輝 (2)  4:09.18 森　　　太一 (2)  4:12.35 山口　　翔馬 (2)  4:14.10 坂取　　健斗 (2)  4:14.43 片岡　　翔吾 (2)  4:14.74 藤家　　大介 (1)  4:15.16
鳥工 鳥工 白石 鳥栖 伊万里 敬徳 唐工 白石

男子 9/15 ５０００ｍ 副島　　孝輝 (2) 15:07.14 和田　　照也 (2) 15:11.68 吉岡　　幸輝 (2) 15:12.88 古賀　　淳紫 (2) 15:13.24 片岡　　翔吾 (2) 15:56.91 佐々木　一成 (1) 16:00.11 山口　　翔馬 (2) 16:10.32 野中　　　誠 (2) 16:20.46
白石 鳥工 白石 鳥工 唐工 敬徳 伊万里 高志館

男子 9/14 １１０ｍＨ 江頭　　佑紀 (2) 16.21 古川　　剛正 (1) 16.26 島ノ江　晃史 (1) 16.32 本田　　雅彦 (2) 16.44 三根　　　淳 (2) 16.63 濱野　　昇太 (2) 17.20 小林　　大悟 (1) 18.49
(1.067m) 佐北 +2.1 佐北 +2.1 佐工 +2.1 鳥工 +2.1 多久 +2.1 佐工 +2.1 早稲田 +2.1 

男子 9/15 ４００ｍＨ 江頭　　佑紀 (2) 57.96 坂本　　優人 (2) 58.41 鶴田　　時貞 (2) 59.40 小林クリスチャン (2)59.67 岩橋　　洋平 (2) 59.72 大下　　輝也 (2)  1:01.53 石橋　　拓朗 (1)  1:01.88 福重　　寛隆 (1)  1:03.57
(0.914m) 佐北 早稲田 鳥工 佐工 鳥工 佐工 鹿島 早稲田

男子 9/14 ３０００ｍＳＣ 諸泉　　翔也 (2)  9:45.90 溝江　　雅人 (2)  9:51.88 西野　　匠哉 (1) 10:00.78 占野　　克海 (2) 10:13.83 山口　　寬太 (2) 10:30.49 阿部　　翔悟 (2) 10:39.94 栫井　　大雅 (2) 10:43.15 阿部　　将星 (2) 10:50.79
(914mm) 鳥工 唐工 鳥工 鳥栖 唐工 早稲田 敬徳 唐東

男子 9/14 ５０００ｍＷ 大野　　滉斗 (2) 27:31.18 須賀原　伸次 (2) 28:44.47 貞安　　克哉 (2) 32:20.62 植松　　宏太 (1) 34:06.84 佐伯　　魁青 (2) 36:40.04
鳥工 鳥商 鳥栖 鹿島 佐工

男子 9/15 ４×１００ｍ 佐　工 43.58 佐　北 44.05 鳥　工 44.06 唐　東 44.59 早稲田 44.88 多　久 45.32 有　工 45.65 龍　谷 45.86
  池田　　雅弘 (1)   大野　　貴裕 (1)   古澤　　将斗 (2)   中野　航士朗 (2)   沼野　　晟大 (2)   山下　　　翼 (2)   野口　大吾朗 (2)   小川　　僚一 (1)
  許田　　悠貴 (2)   古川　　剛正 (1)   尾崎　　　颯 (2)   高森　　大地 (2)   森山　　英雄 (1)   中島　　良輔 (2)   松村　　健司 (2)   小森　　貴仁 (1)
  日出島　篤史 (2)   宮﨑　麟太郎 (1)   八尋　　駿弥 (2)   加川　　友英 (2)   坂本　　優人 (2)   古川　　隼舟 (2)   加賀良　仁俊 (1)   島内　　謙太 (2)
  下村　　大貴 (2)   三根　健志郎 (2)   門司　　崇志 (2)   中村　　遼平 (2)   辻　　ほたる (1)   古賀　　悠平 (2)   福原　　康太 (2)   中川原　拓海 (2)

男子 9/15 ４×４００ｍ 佐　工  3:24.78 鳥　工  3:27.38 早稲田  3:30.81 唐　東  3:31.17 小　城  3:33.47 佐　北  3:34.87 鹿　島  3:37.76 唐　商  3:38.85
  許田　　悠貴 (2)   尾崎　　　颯 (2)   森山　　英雄 (1)   中野　航士朗 (2)   樋口　　賢太 (2)   古川　　剛正 (1)   石丸　　翔也 (1)   益山　　祐貴 (1)
  下村　　大貴 (2)   八尋　　駿弥 (2)   坂本　　優人 (2)   山口　　瑞貴 (1)   辻田　祐太朗 (2)   宮﨑　麟太郎 (1)   東島　　　圭 (2)   野﨑　　竜暉 (1)
  川久保　誓也 (1)   米村　　駿佑 (2)   沼野　　晟大 (2)   中村　　遼平 (2)   木村　　弘幸 (2)   川津　隆太郎 (2)   石橋　　拓朗 (1)   松本　　裕大 (1)
  牟田口　　純 (2)   鶴田　　時貞 (2)   辻　　ほたる (1)   加川　　友英 (2)   陣内　　翔一 (2)   三根　健志郎 (2)   梶山　　裕平 (1)   伊藤　　祐哉 (2)

男子 9/14 走高跳 川内　　敬太 (2) 1m88 東島　　　圭 (2) 1m88 小林　　大悟 (1) 1m85 古澤　　将斗 (2) 1m80 山口　　竜登 (2) 1m80 柴田　　康平 (1) 1m75 光武　　宏晟 (1) 1m60
龍谷 鹿島 早稲田 鳥工 嬉野 佐北 佐工

千綿　　　丈 (1) 1m80
龍谷

男子 9/15 棒高跳 野口　大吾朗 (2) 3m40 山口　　　航 (2) 3m30 諸石　　和也 (1) 2m90 永尾　涼太朗 (2) 2m70 井本　　　翔 (1) 2m50
有工 武雄 武雄 嬉野 唐南

男子 9/14 走幅跳 許田　　悠貴 (2) 6m93 日出島　篤史 (2) 6m78 尾崎　　　颯 (2) 6m69 東島　　　圭 (2) 6m33 大野　　貴裕 (1) 6m29 宮原　　奨平 (1) 6m11 高森　　大地 (2) 6m04 栗原　　　涼 (2) 5m81
佐工 +1.3 佐工 +0.9 鳥工 +0.7 鹿島 +1.6 佐北 +0.0 三養基 +0.1 唐東 +1.4 伊商 +2.3 *C1

男子 9/15 三段跳 許田　　悠貴 (2) 14m35 大野　　貴裕 (1) 13m44 松尾　　龍汰 (2) 13m20 木村　　弘幸 (2) 13m08 寺﨑　　　陽 (2) 12m91 高森　　大地 (2) 12m86 吉村　　和博 (1) 12m39 栗原　　　涼 (2) 12m37
佐工 +4.0 W  佐北 +3.8 W  佐工 +5.4 W  小城 +6.8 W  鳥栖 +4.7 W  唐東 +5.5 W  唐商 +3.7 W  伊商 +2.3 W  

男子 9/14 砲丸投 宮本　　梢吾 (1)  12m48 小林　昂太朗 (2)  11m35 井手　　翔馬 (2)  10m68 佐野　　郁弥 (1)  10m26 塘　　　雄太 (2)   9m78 寺田　　知弘 (2)   9m38 秋永　　大和 (1)   9m33 吉田　　一博 (1)   9m28
(6.000kg) 唐青翔 鳥工 佐工 唐商 鳥工 鳥栖 多久 唐南

男子 9/15 円盤投 宮本　　梢吾 (1)  34m66 塘　　　雄太 (2)  31m64 岩永　　隼人 (1)  31m56 秋永　　大和 (1)  31m32 高森　　祥人 (1)  30m48 志水　　慎坪 (2)  28m96 山口　　大地 (2)  28m78 中山　　丈也 (1)  27m96
(1.750kg) 唐青翔 鳥工 龍谷 多久 伊万里 伊農 嬉野 唐青翔

男子 9/15 ハンマー投 井手　　翔馬 (2)  44m84 平間　　伸之 (2)  33m54 吉村　　貴一 (2)  32m78 吉田　　一博 (1)  32m74 今泉　　峻也 (2)  29m96 小林　昂太朗 (2)  23m36 志水　　慎坪 (2)  21m02 山崎　　優也 (2)  18m70
(6.000kg) 佐工 多久 塩工 唐南 塩工 鳥工 伊農 唐南

男子 9/14 やり投 山口　　大地 (2)  52m11 井上　　雄太 (2)  47m62 重松　　蒼輝 (2)  42m89 島内　　謙太 (2)  42m88 福地　　将吾 (2)  42m68 福田　　智仁 (2)  41m59 山崎　　優也 (2)  41m29 馬場　　安嗣 (1)  40m46
(0.800kg) 嬉野 鳥栖 鳥工 龍谷 北陵 致遠館 唐南 早稲田

男子 9/14 八種競技 米村　　駿佑 (2)  4444 島ノ江　晃史 (1)  4242 西木　　康平 (2)  3686 光武　　宏晟 (1)  3640 田中　　秀樹 (2)  3624 山口　　透史 (2)  3554 太田　　　諭 (1)  3367 竹下　　真広 (2)  3120
9/15 鳥工 佐工 鳥工 佐工 龍谷 嬉野 嬉野 龍谷

11.81/+0.0-6m18/+0.2-7m47-52.47 12.34/+0.2-5m94/+1.2-7m02-53.94 11.80/+0.2-5m95/+0.9-7m25-54.59 12.13/+0.0-5m40/-0.5-6m46-56.87 12.05/+0.0-5m45/+1.7-7m75-56.45 12.06/+0.2-5m43/-0.0-6m30-53.40 12.91/+0.0-5m04/-0.6-7m02-58.13 12.43/+0.2-5m51/+1.1-5m93-55.93

17.75/+1.3-41m29-1m72-5:06.83 16.63/+1.3-36m50-1m55-4:44.70 19.50/+1.3-13m45-1m55-4:54.64 20.73/+1.3-32m01-1m75-5:02.81 19.52/+1.3-28m21-1m55-5:05.24 19.55/+1.3-15m48-1m50-4:46.56 21.26/+1.3-34m66-1m66-4:57.62 20.31/+1.3-36m39-NM-5:02.35

NGR 大会新記録 主 催 者 　佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟
W 追風参考 　佐  賀  陸  上  競  技  協  会

記録主任
総　　務
審 判 長

100m-走幅跳-砲丸投-400m

110mH-やり投-走高跳-1500m

小城　典隆
山下　和幸
田中　修司

時　刻 9:00 12:00 15:00 9:00 12:00 15:00
天　候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り
気　温 30℃ 32℃ 32℃ 29℃ 29℃ 30℃
湿　度 72% 55% 55% 68% 71% 59%
風　向 北西 南南東 南南西 北 北 北
風　速 1.1m/s 2.3m/s 1.6m/s 1.5m/s 4.3m/s 5.2m/s

9月14日 9月15日

凡例（NGR:大会新記録/ W  :追い風参考/ SCT:予選会代表/ *C1:追風参考(得点非公認)）
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平成２５年度　佐賀県高等学校 新人陸上競技大会 2013年9月14日(土)～15日(日)

兼全九州高等学校新人陸上競技対校選手権大会予選会 決勝一覧表
佐賀県総合運動場陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
女子 9/14 １００ｍ 萩原　　千春 (1) 12.07 原　　　萌奈 (2) 12.36 武富　　千咲 (2) 12.80 緒方　　夏生 (2) 12.83 小松　　里奈 (2) 12.84 新郷　　未紗 (2) 13.18 山下　　莉穂 (2) 13.24

佐北 +2.9 鳥商 +2.9 佐商 +2.9 鳥商 +2.9 鳥栖 +2.9 佐商 +2.9 唐商 +2.9 

　※ 準決勝 12.19(+1.3)　NGR

女子 9/15 ２００ｍ 原　　　菜月 (2) 25.14 池田　　衣那 (1) 25.44 原　　　萌奈 (2) 25.55 小松　　里奈 (2) 26.40 緒方　　夏生 (2) 26.76 緒方　日向子 (1) 26.84 武富　　千咲 (2) 26.97
佐北 +4.4 佐北 +4.4 鳥商 +4.4 鳥栖 +4.4 鳥商 +4.4 敬徳 +4.4 佐商 +4.4 

女子 9/14 ４００ｍ 久保山　晴菜 (2) 58.82 松本　　華奈 (2) 59.96 寺門　　莉沙 (2)  1:00.22 松永　絵美莉 (1)  1:02.62 岡　　　美希 (1)  1:02.84 川原　　　萌 (1)  1:02.95 七五三木柚香 (1)  1:03.10 江口　　彩華 (1)  1:03.53
佐北 伊商 清明 佐北 鹿島 佐商 清和 清和

女子 9/15 ８００ｍ 岡　　　美希 (1)  2:25.14 馬場　　美有 (2)  2:25.31 山口　　諒子 (2)  2:25.53 相良　　祐希 (1)  2:26.13 杉山　　玲佳 (1)  2:27.23 外尾　　由衣 (2)  2:28.58 古賀　紗耶香 (1)  2:33.14 中村　　朱里 (1)  2:33.68
鹿島 鹿島 伊万里 伊商 伊商 高志館 鳥商 三養基

女子 9/14 １５００ｍ 横石　　悠貴 (2)  4:43.72 小柳　　美稀 (1)  4:46.24 坂本　　晴菜 (2)  4:46.70 斎藤　　朱莉 (2)  5:01.14 外尾　　由衣 (2)  5:04.21 古賀　紗耶香 (1)  5:05.57 山口　　夏鈴 (2)  5:06.89 古賀　　夕貴 (2)  5:09.07
白石 清和 鹿実 鳥商 高志館 鳥商 武雄 龍谷

女子 9/15 ３０００ｍ 横石　　悠貴 (2)  9:52.92 中原　　幸来 (2) 10:20.36 小柳　　美稀 (1) 10:22.33 斎藤　　朱莉 (2) 10:38.98 廣瀬　　咲紀 (2) 10:53.71 山口　　夏鈴 (2) 10:54.44 古田　　千尋 (2) 11:03.08 古賀　　夕貴 (2) 11:07.21
白石 鹿実 清和 鳥商 小城 武雄 鹿実 龍谷

女子 9/14 １００ｍＨ 福岡　　　桜 (2) 14.35 田中　　博子 (1) 15.35 木原　ありさ (2) 15.76 小森　奈津美 (2) 16.16 柿﨑　　雅美 (2) 16.19 秋元　　理帆 (2) 16.54 野方　　朋美 (2) 16.77 中野　　明季 (1) 16.99
(0.840m) 佐北 +4.8 佐北 +4.8 鳥商 +4.8 佐商 +4.8 三養基 +4.8 早稲田 +4.8 清和 +4.8 伊商 +4.8 

　※ 予選 14.95(-0.6)　NGR

女子 9/15 ４００ｍＨ 山口　　菜緒 (2)  1:06.30 秋元　　理帆 (2)  1:07.56 野方　　朋美 (2)  1:09.02 松田　　宝子 (2)  1:09.59 髙田　悠梨子 (1)  1:15.12 村岡　　実穂 (2)  1:17.40
(0.762m) 佐北 早稲田 清和 鳥商 佐西 伊万里

女子 9/15 ５０００ｍＷ 岡本　　美咲 (2) 29:53.49 江﨑　　汐里 (2) 33:11.16 平山　　結雅 (1) 34:31.26 竹下　　美加 (2) 39:15.44
佐東 佐商 清和 牛津

女子 9/15 ４×１００ｍ 佐　北 47.65 鳥　商 49.90 清　和 50.65 佐　商 50.83 鳥　栖 52.52 龍　谷 53.34 神　埼 53.62
  萩原　　千春 (1) NGR   緒方　　夏生 (2)   青木　麻佑花 (1)   川原　　　萌 (1)   杉本　　加奈 (1)   武富　　円香 (1)   古賀　　美咲 (1)
  久保山　晴菜 (2)   原　　　萌奈 (2)   江口　　彩華 (1)   武富　　千咲 (2)   小松　　里奈 (2)   香月　　彩希 (2)   大久保　奈々 (2)
  原　　　菜月 (2)   木原　ありさ (2)   松尾　　栞菜 (2)   新郷　　未紗 (2)   小野　　優香 (1)   片渕　　麻耶 (2)   福岡　　未奈 (1)
  池田　　衣那 (1)   松田　　宝子 (2)   勝野　　有稀 (2)   太田　　梨絵 (1)   山田　　梨奈 (1)   新井　　優里 (1)   石橋　　　茜 (1)

女子 9/15 ４×４００ｍ 佐　北  4:01.72 伊　商  4:08.44 鳥　商  4:09.50 清　和  4:13.02 佐　商  4:16.42 鹿　島  4:27.82 唐　東  4:28.95 伊万里  4:29.31
  久保山　晴菜 (2)   杉山　　玲佳 (1)   緒方　　夏生 (2)   野方　　朋美 (2)   新郷　　未紗 (2)   馬場　　美有 (2)   原　　こなつ (2)   村岡　　実穂 (2)
  松永　絵美莉 (1)   松本　　華奈 (2)   原　　　萌奈 (2)   江口　　彩華 (1)   川原　　　萌 (1)   岡　　　美希 (1)   大霜　　萌音 (2)   山口　　諒子 (2)
  山口　　菜緒 (2)   久保田　早紀 (2)   木原　ありさ (2)   七五三木柚香 (1)   太田　　梨絵 (1)   高本　かおり (1)   中島　　萌里 (1)   山下　　奈々 (1)
  池田　　衣那 (1)   相良　　祐希 (1)   米倉　奈津実 (2)   勝野　　有稀 (2)   武富　　千咲 (2)   有森　　　瞳 (1)   平田　真由子 (2)   森　　　円雅 (2)

女子 9/14 走高跳 鶴田　　真由 (2) 1m56 松尾　　栞菜 (2) 1m50 野中　　沙樹 (2) 1m50 同順：川越　　仁絵 (2)1m50 原田　　彩香 (1) 1m50 久保田　早紀 (2) 1m45 堤　　　千紘 (1) 1m40 片渕　　麻耶 (2) 1m40
佐商 清和 牛津 佐北 SCT 佐商 伊商 鳥商 龍谷

女子 9/15 走幅跳 松尾　　栞菜 (2) 5m25 田村　　紀子 (2) 5m17 吉田　　莉彩 (2) 5m17 木原　ありさ (2) 5m15 山下　　愛絵 (2) 5m11 新郷　　未紗 (2) 4m94 太田　　理子 (2) 4m91 石丸　　真衣 (1) 4m81
清和 +4.2 W  牛津 +6.9 W  佐商 +6.4 W  鳥商 +5.0 W  唐商 +7.2 W  佐商 +3.3 W  致遠館 +2.6 W  清和 +2.3 W  

女子 9/14 砲丸投 木塚　梨生那 (2)   9m39 蘭　　　嘉代 (2)   9m12 松村　　愛梨 (1)   9m03 香月　　彩希 (2)   8m94 稲富　千亜希 (2)   8m84 高祖　　美月 (1)   8m71 宮原　　敦美 (1)   7m99 籾山　　亜稀 (2)   7m67
(4.000kg) 清明 佐工 早稲田 龍谷 清和 佐商 鳥商 清明

女子 9/15 円盤投 松村　　愛梨 (1)  30m18 高添　菜々実 (2)  29m32 高澤　　梨乃 (2)  27m90 蘭　　　嘉代 (2)  27m58 稲富　千亜希 (2)  26m60 馬場　みなみ (2)  26m40 籾山　　亜稀 (2)  24m00 井手　　美里 (2)  22m96
(1.000kg) 早稲田 伊万里 清和 佐工 清和 致遠館 清明 伊万里

女子 9/14 やり投 勝野　　有稀 (2)  40m74 三根　　真実 (2)  39m21 香月　　彩希 (2)  38m17 米倉　奈津実 (2)  34m09 浦田　ひかる (2)  30m31 原　　奈津美 (1)  29m37 松下　水菜美 (1)  28m77 池崎　　春菜 (2)  25m34
(0.600kg) 清和 NGR 清和 NGR 龍谷 鳥商 唐南 伊商 佐商 神埼

女子 9/14 七種競技 川越　　仁絵 (2)  3889 勝野　　有稀 (2)  3828 三根　　真実 (2)  3573 山下　　愛絵 (2)  3434 原田　　彩香 (1)  3289 稲毛　　　幸 (2)  3233 米倉　奈津実 (2)  3077 小森　奈津美 (2)  3056
9/15 佐北 *C1 清和 *C1 清和 *C1 唐商 *C1 佐商 *C1 唐南 *C1 鳥商 *C1 佐商 *C1

16.80/+1.3-1m48-6m61-26.33/+4.3 18.58/+1.3-1m36-6m80-26.65/+4.3 17.67/+0.8-1m42-6m40-28.01/+4.3 16.84/+1.3-1m33-6m50-26.47/+4.3 17.36/+1.3-1m48-6m25-28.77/+4.3 17.96/+0.8-1m30-6m90-28.26/+4.3 19.22/+0.8-1m30-6m62-28.67/+4.3 16.71/+0.8-1m30-7m60-27.74/+4.3

4m92/+3.0-23m24-2:29.03 4m85/+3.6-42m80-2:35.56 4m55/+5.7-37m12-2:43.30 4m90/+3.3-17m60-2:42.59 4m37/+2.1-23m66-2:44.42 4m38/+2.1-25m64-2:37.70 4m31/+1.7-30m44-2:42.70 4m47/+1.5-NM-2:40.19

　※ やり投　NGR

NGR 大会新記録 主 催 者 　佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟
*C1 追風参考（得点非公認） 　佐  賀  陸  上  競  技  協  会
W 追風参考 記録主任

総　　務
審 判 長

100mH-走高跳-砲丸投-200m

走幅跳-やり投-800m

小城　典隆
山下　和幸
田中　修司

時　刻 9:00 12:00 15:00 9:00 12:00 15:00
天　候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り
気　温 30℃ 32℃ 32℃ 29℃ 29℃ 30℃
湿　度 72% 55% 55% 68% 71% 59%
風　向 北西 南南東 南南西 北 北 北
風　速 1.1m/s 2.3m/s 1.6m/s 1.5m/s 4.3m/s 5.2m/s

9月14日 9月15日

凡例（NGR:大会新記録/ W  :追い風参考/ SCT:予選会代表/ *C1:追風参考(得点非公認)）



平成２６年度 全国高等学校総合体育大会 　秩父宮賜杯　第６７回　全国高等学校陸上競技対校選手権大会 佐賀

都  道  府  県  予  選  会  成  績  表 佐賀県総合運動場 陸上競技場 平成２６年５月３０日(金)～６月２日(月)

種　目 参加数 風力 １ ２ ３ ４ ５ ６

5月31日 １００ｍ 105 -0.6 10.89 中島　祐市 (3) 武　雄 11.06 許田　悠貴 (3) 佐　工 11.12 宮﨑麟太郎 (2) 佐　北 11.19 野上　雅弘 (2) 佐学園 11.21 下村　大貴 (3) 佐　工 11.23 中島　良輔 (3) 多　久

6月2日 ２００ｍ 98 +0.0 21.68 中島　祐市 (3) 武　雄 22.18 宮﨑麟太郎 (2) 佐　北 22.71 福原　康太 (3) 有　工 22.74 島田　聖也 (3) 武　雄 22.76 中島　良輔 (3) 多　久 22.77 岩永　勝太 (1) 伊　商

5月30日 ４００ｍ 89 49.56 鶴田　智也 (3) 伊万里 49.64 牟田口　純 (3) 佐　工 49.95 島内　謙太 (3) 龍　谷 50.04 土井　雅稀 (1) 龍　谷 50.25 松尾　大樹 (3) 敬　徳 50.36 弓　　尚樹 (3) 佐　西

6月1日 ８００ｍ 100 ●  1:54.36 松尾　大樹 (3) 敬　徳  1:56.20 田﨑　　諒 (3) 唐　南  1:56.34 田渕　冬馬 (3) 佐　商  1:56.50 添田　知宏 (2) 鳥　工  1:56.79 川津隆太郎 (3) 佐　北  1:57.48 手嶋　彰宏 (3) 鳥　工

5月30日 １５００ｍ 99  3:57.48 嘉村　大悟 (3) 鳥　工  4:00.63 副島　孝輝 (3) 白　石  4:01.74 大坪桂一郎 (2) 鳥　工  4:02.21 藤家　大介 (2) 白　石  4:03.19 宗　　直輝 (2) 鳥　工  4:06.51 山口　翔馬 (3) 伊万里

6月1日 ５０００ｍ 77 15:01.27 古賀　淳紫 (3) 鳥　工 15:01.33 大坪桂一郎 (2) 鳥　工 15:12.71 副島　孝輝 (3) 白　石 15:13.54 西野　匠哉 (2) 鳥　工 15:23.11 藤家　大介 (2) 白　石 15:32.81 山口　翔馬 (3) 伊万里

6月2日 １１０ｍＨ 16 -1.0 15.43 本田　雅彦 (3) 鳥　工 15.97 古川　剛正 (2) 佐　北 16.14 島ノ江晃史 (2) 佐　工 16.20 三根　　淳 (3) 多　久 16.32 東島　　圭 (3) 鹿　島 17.05 浦川　　司 (3) 敬　徳

5月31日 ４００ｍＨ 20 56.69 江頭　佑紀 (3) 佐　北 57.12 小林ｸﾘｽﾁｬﾝ (3) 佐　工 57.17 岩橋　洋平 (3) 鳥　工 58.36 坂本　優人 (3) 早稲田 58.71 牟田口　純 (3) 佐　工 58.79 鶴田　時貞 (3) 鳥　工

6月2日 ３０００ｍＳＣ 43  9:25.00 諸泉　翔也 (3) 鳥　工  9:29.02 古賀　淳紫 (3) 鳥　工  9:29.33 諸泉　達也 (3) 鳥　工  9:35.72 坂取　健斗 (3) 敬　徳  9:39.72 森　　太一 (3) 鳥　栖  9:45.81 占野　克海 (3) 鳥　栖

5月30日 ５０００ｍＷ 11 23:41.90 野中　輝人 (3) 鳥　工 23:59.54 大野　滉斗 (3) 鳥　工 24:57.99 村上　寛佳 (2) 鳥　工 26:01.60 須賀原伸次 (3) 鳥　商 29:41.13 貞安　克哉 (3) 鳥　栖 30:23.25 堤　　稜馬 (1) 敬　徳

6月1日 ４×１００ｍ 29 42.31 池田　雅弘 (2) 佐　工 大野　貴裕 (2) 佐　北 42.81 古澤　将斗 (3) 鳥　工 43.02 谷本　直輝 (1) 多　久 43.21 小森　貴仁 (2) 龍　谷 43.26 古川　新悟 (2) 小　城

川久保誓也 (2) 三根健志郎 (3) 尾崎　　颯 (3) 中島　良輔 (3) 前田　　海 (1) 野中　竣介 (2)

日出島篤史 (3) 錦織　至暁 (3) 八尋　駿弥 (3) 古賀　悠平 (3) 土井　雅稀 (1) 辻田祐太朗 (3)

下村　大貴 (3) 宮﨑麟太郎 (2) 門司　崇志 (3) 古川　隼舟 (3) 中川原拓海 (3) 石橋　聖我 (2)

6月2日 ４×４００ｍ 31  3:21.14 古川　剛正 (2) 佐　北  3:22.52 松尾　太雅 (1) 武　雄  3:22.75 下村　大貴 (3) 佐　工  3:23.57 尾崎　　颯 (3) 鳥　工  3:23.77 竹下　真広 (3) 龍　谷  3:25.33 野中　竣介 (2) 小　城

大野　貴裕 (2) 島田　聖也 (3) 川久保誓也 (2) 松永　　誠 (2) 土井　雅稀 (1) 辻田祐太朗 (3)

宮﨑麟太郎 (2) 澤山　唯人 (3) 小林クリスチャン (3) 鶴田　時貞 (3) 南里　　翔 (3) 古川　新悟 (2)

三根健志郎 (3) 中島　祐市 (3) 牟田口　純 (3) 八尋　駿弥 (3) 島内　謙太 (3) 陣内　翔一 (3)

6月1日 走高跳 17 1m91 古澤　将斗 (3) 鳥　工 1m91 川内　敬太 (3) 龍　谷 1m91 東島　　圭 (3) 鹿　島 1m88 山口　竜登 (3) 嬉　野 1m85 柴田　康平 (2) 佐　北
小林　大悟 (2) 早稲田

5月31日 棒高跳 10 4m00 野口大吾朗 (3) 有　工 3m50 小柳　奨輝 (1) 武　雄 3m40 永尾涼太朗 (3) 嬉　野 3m40 山口　　航 (3) 武　雄 3m30 田中　秀樹 (3) 龍　谷

平野　雄一 (1) 龍　谷

5月30日 走幅跳 52   7m00 小森　貴仁 (2) 龍　谷   6m99 許田　悠貴 (3) 佐　工   6m98 濱野　昇太 (3) 佐　工   6m84 日出島篤史 (3) 佐　工   6m74 安永　智哉 (3) 鳥　栖   6m59 宮原　奨平 (2) 三養基

+2.1 +3.2 +2.3 +3.5 +0.2 -0.8

6月2日 三段跳 30  13m97 許田　悠貴 (3) 佐　工  13m46 松尾　龍汰 (3) 佐　工  13m22 大野　貴裕 (2) 佐　北  13m03 濱野　昇太 (3) 佐　工  12m91 小林　裕之 (3) 鳥　工  12m77 高森　大地 (3) 唐　東

+0.2 +0.1 +0.7 -0.4 +0.3 -1.0

5月30日 砲丸投 33  12m93 宮本　梢吾 (2) 唐青翔  11m68 井手　翔馬 (3) 佐　工  11m65 小林昂太朗 (3) 鳥　工  11m48 塘　　雄太 (3) 鳥　工  11m44 赤司　拓己 (1) 鳥　工  10m76 寺田　知弘 (3) 鳥　栖

6月2日 円盤投 35  35m36 宮本　梢吾 (2) 唐青翔  34m53 高森　祥人 (2) 伊万里  34m04 塘　　雄太 (3) 鳥　工  33m89 志水　慎坪 (3) 伊　農  33m37 大橋　剛登 (3) 鳥　工  31m97 秋永　大和 (2) 多　久

5月31日 ハンマー投 12  46m09 井手　翔馬 (3) 佐　工  43m84 今泉　峻也 (3) 塩　工  41m79 吉村　貴一 (3) 塩　工  37m43 吉田　一博 (2) 唐　南  30m57 小林昂太朗 (3) 鳥　工  29m87 山口　　瞬 (2) 佐　工

6月1日 やり投 48  53m37 山口　大地 (3) 嬉　野  51m98 初村　浩優 (2) 鳥　工  49m32 田中　駿秀 (3) 伊万里  48m56 福地　将吾 (3) 北　陵  48m38 馬場　安嗣 (2) 早稲田  48m36 井上　雄太 (3) 鳥　栖

八種競技 13  4541 島ノ江晃史 (2) 佐　工  4161 竹下　真広 (3) 龍　谷  4041 光武　宏晟 (2) 佐　工  3966 太田　　諭 (2) 嬉　野  3960 西木　康平 (3) 鳥　工  3911 中原　真信 (2) 鳥　栖

 100m-LJ-SP-400m  12.40(-3.7)-6m07(-0.4)-8m66-52.45  12.07(-3.7)-5m68(+1.2)-7m76-52.33  12.11(-0.8)-5m61(-0.4)-6m05-54.97  12.76(-3.7)-5m31(+0.1)-8m30-55.88  12.05(-3.7)-6m03(+3.2)-7m42-53.33  12.35(-0.8)-5m99(+3.7)-8m01-56.33

 110mH-JT-HJ-1500m  16.21(-1.0)-38m18-1m60-4:42.40  20.99(-1.0)-42m14-NM-4:47.31  17.57(+0.3)-35m25-1m78-5:09.57  20.03(+0.3)-46m09-1m72-4:48.47  17.76(+0.3)-22m38-NM-5:00.20  20.57(-1.0)-35m42-1m69-4:51.06

鳥　工 佐　工 佐　北 龍　谷 武　雄 伊万里

鳥　工 佐　北 佐　工 武　雄 白　石 敬　徳

佐　工 鳥　工 龍　谷 唐青翔 嬉　野 塩　工

佐　工 龍　谷 嬉　野 鳥　工 鳥　栖

時現在 風　向 気　温 湿　度 天　候 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ 主 催 者 　佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

都道府県内の予選会校数、人数 12:00 南東 30℃ 41% 晴れ 　佐  賀  陸  上  競  技  協  会

 　　 ４４校 12:00 北北西 31℃ 37% 晴れ 記録主任 小城　典隆 印

　　７７３名 12:00 南南東 30℃ 43% 曇り 総　　務 山下　和幸 印

　● 大会新　、▼ 大会タイ　、◎ 県新　、★ 県高校新 12:00 南 26℃ 58% 曇り 審 判 長 田中　修司 印
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平成２６年度 全国高等学校総合体育大会 　秩父宮賜杯　第６７回　全国高等学校陸上競技対校選手権大会 佐賀

都  道  府  県  予  選  会  成  績  表 佐賀県総合運動場 陸上競技場 平成２６年５月３０日(金)～６月２日(月)

種　目 参加数 風力 １ ２ ３ ４ ５ ６

5月31日 １００ｍ 81 +1.1 ● 12.05 山本　果苗 (3) 佐　北 ● 12.14 原　　菜月 (3) 佐　北 12.23 原　　萌奈 (3) 鳥　商 12.34 萩原　千春 (2) 佐　北 12.65 緒方　夏生 (3) 鳥　商 12.67 小松　里奈 (3) 鳥　栖

6月2日 ２００ｍ 58 -1.0 25.01 久保山晴菜 (3) 佐　北 25.14 原　　菜月 (3) 佐　北 25.46 原　　萌奈 (3) 鳥　商 25.94 松本　華奈 (3) 伊　商 26.05 諸富有佳倫 (3) 佐　北 26.26 寺門　莉沙 (3) 清　明

5月30日 ４００ｍ 42 57.53 久保山晴菜 (3) 佐　北 58.57 寺門　莉沙 (3) 清　明 58.91 江口　彩華 (2) 清　和 59.06 松本　華奈 (3) 伊　商 59.51 杉山　玲佳 (2) 伊　商 59.92 川原　　萌 (2) 佐　商

6月1日 ８００ｍ 73  2:17.25 坂井　希美 (1) 鳥　工  2:19.24 天本　雛緒 (1) 鳥　工  2:19.26 杉山　玲佳 (2) 伊　商  2:22.62 斎藤　朱莉 (3) 鳥　商  2:22.67 相良　祐希 (2) 伊　商  2:22.73 楠久美香子 (1) 鹿　島

5月30日 １５００ｍ 64  4:43.99 鶴田　紘子 (1) 鹿　実  4:44.48 山口　夏鈴 (3) 武　雄  4:45.43 斎藤　朱莉 (3) 鳥　商  4:51.41 坂井　希美 (1) 鳥　工  4:52.06 坂本　晴菜 (3) 鹿　実  4:52.22 片渕　奈々 (2) 白　石

6月2日 ３０００ｍ 40  9:56.02 中原　幸来 (3) 鹿　実  9:57.02 斎藤　朱莉 (3) 鳥　商 10:06.25 山口　夏鈴 (3) 武　雄 10:06.72 小柳　美稀 (2) 清　和 10:16.45 吉岡　海玲 (1) 鹿　実 10:25.88 廣瀬　咲紀 (3) 小　城

6月2日 １００ｍＨ 19 -0.8 ● 14.73 福岡　　桜 (3) 佐　北 14.95 横畑　安笑 (1) 清　和 15.43 田中　博子 (2) 佐　北 15.77 木原ありさ (3) 鳥　商 16.20 小森奈津美 (3) 佐　商 16.31 松田　宝子 (3) 鳥　商

5月31日 ４００ｍＨ 14  1:02.84 山口　菜緒 (3) 佐　北  1:05.91 野方　朋美 (3) 清　和  1:06.04 松田　宝子 (3) 鳥　商  1:06.32 田中　博子 (2) 佐　北  1:07.03 秋元　理帆 (3) 早稲田  1:09.34 村岡　実穂 (3) 伊万里

5月30日 ５０００ｍＷ 5 29:54.86 岡本　美咲 (3) 佐　東 32:08.11 平山　結雅 (2) 清　和 34:35.40 江﨑　汐里 (3) 佐　商 38:05.18 竹下　美加 (3) 牛　津

5月31日 ４×１００ｍ 21 ◎ 46.52 諸富有佳倫 (3) 佐　北 48.53 木原ありさ (3) 鳥　商 49.66 勝野　有稀 (3) 清　和 50.01 中野　明季 (2) 伊　商 50.46 太田　梨絵 (2) 佐　商 51.44 小野　優香 (2) 鳥　栖

★ 山本　果苗 (3) 原　　萌奈 (3) 江口　彩華 (2) 黒川　紗名 (2) 川原　　萌 (2) 小松　里奈 (3)

● 原　　菜月 (3) 緒方　夏生 (3) 松尾　栞菜 (3) 杉山　玲佳 (2) 新郷　未紗 (3) 山田　梨奈 (2)

久保山晴菜 (3) 松田　宝子 (3) 横畑　安笑 (1) 松本　華奈 (3) 武富　千咲 (3) 杉本　加奈 (2)

6月2日 ４×４００ｍ 20  3:50.29 山口　菜緒 (3) 佐　北  4:00.25 松本　華奈 (3) 伊　商  4:00.72 江口　彩華 (2) 清　和  4:01.59 緒方　夏生 (3) 鳥　商  4:09.86 武富　千咲 (3) 佐　商  4:10.72 山下　莉穂 (3) 唐　商

久保山晴菜 (3) 杉山　玲佳 (2) 野方　朋美 (3) 原　　萌奈 (3) 川原　　萌 (2) 山下　愛絵 (3)

山口　佳恵 (2) 久保田早紀 (3) 七五三木柚香 (2) 米倉奈津実 (3) 太田　梨絵 (2) 出島亜優美 (2)

原　　菜月 (3) 相良　祐希 (2) 横畑　安笑 (1) 松田　宝子 (3) 松下水菜美 (2) 岩下　真子 (2)

5月30日 走高跳 16 1m62 片渕　麻耶 (3) 龍　谷 1m62 鶴田　真由 (3) 佐　商 1m62 久保田早紀 (3) 伊　商 1m53 武富　円香 (2) 龍　谷 1m50 松尾　栞菜 (3) 清　和 1m50 山口　理沙 (1) 高志館

6月1日 走幅跳 37   5m33 木原ありさ (3) 鳥　商   5m32 川越　仁絵 (3) 佐　北   5m13 田村　紀子 (3) 牛　津   5m09 大霜　萌音 (3) 唐　東   5m06 土井奈都美 (3) 牛　津   5m03 山下　愛絵 (3) 唐　商

+1.6 +2.5 +2.4 +0.0 -0.8 +1.5

6月2日 砲丸投 29  10m41 松村　愛梨 (2) 早稲田  10m06 木塚梨生那 (3) 清　明   9m91 香月　彩希 (3) 龍　谷   9m81 勝野　有稀 (3) 清　和   9m75 蘭　　嘉代 (3) 佐　工   9m62 高祖　美月 (2) 佐　商

5月31日 円盤投 27  32m84 松村　愛梨 (2) 早稲田  31m31 高澤　梨乃 (3) 清　和  31m09 髙添菜々実 (3) 伊万里  30m37 稲富千亜希 (3) 清　和  28m46 川﨑　丹音 (2) 清　和  27m42 籾山　亜稀 (3) 清　明

5月30日 やり投 25  47m08 勝野　有稀 (3) 清　和  42m45 米倉奈津実 (3) 鳥　商  41m24 三根　真実 (3) 清　和  36m06 松下水菜美 (2) 佐　商  35m88 高澤　梨乃 (3) 清　和  34m38 坂井　彩恵 (3) 杵　商

◎ ★●

七種競技 10  4137 川越　仁絵 (3) 佐　北  3947 勝野　有稀 (3) 清　和  3910 福岡　　桜 (3) 佐　北  3739 米倉奈津実 (3) 鳥　商  3703 三根　真実 (3) 清　和  3677 小森奈津美 (3) 佐　商

100mH-HJ-SP-200m  16.50(-0.5)-1m48-7m68-26.69(+3.2)  18.47(-1.5)-1m35-9m02-27.16(+2.8)  14.94(-1.5)-1m35-7m78-26.29(+2.8)  18.47(-0.5)-1m40-7m56-28.49(+2.8)  17.78(-1.5)-1m48-7m03-27.70(+3.2)  16.65(-1.5)-1m30-8m07-27.52(+2.8)

 LJ-JT-800m  5m32(-0.3)-22m50-2:22.91  4m86(-0.9)-45m64-2:38.99  4m27(-0.4)-28m56-2:35.71  4m68(+1.1)-42m36-2:34.70  4m79(+0.0)-38m35-2:50.11  4m80(+2.2)-27m20-2:35.33

佐　北 清　和 鳥　商 伊　商 佐　商 鹿　実

佐　北 鳥　商 清　和 伊　商 鹿　実 鳥　工

清　和 龍　谷 早稲田 鳥　商 佐　商 清　明

佐　北 清　和 鳥　商 佐　商

時現在 風　向 気　温 湿　度 天　候 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ 主 催 者　佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

都道府県内の予選会校数、人数 12:00 南東 30℃ 41% 晴れ 　佐  賀  陸  上  競  技  協  会

 　　 ３６校 12:00 北北西 31℃ 37% 晴れ 記録主任 小城　典隆 印

　　４１２名 12:00 南南東 30℃ 43% 曇り 総　　務 山下　和幸 印

　● 大会新　、▼ 大会タイ　、◎ 県新　、★ 県高校新 12:00 南 26℃ 58% 曇り 審 判 長 田中　修司 印
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平成２６年度　佐賀県高等学校駅伝競走大会 （ 男子 第６７回大会 ）
平成２６年１１月２日（日） １１時５０分スタート コース： 佐賀市川副町県高校駅伝コース

    第 １ 区     第 ２ 区     第 ３ 区     第 ４ 区     第 ５ 区     第 ６ 区     第 ７ 区

順位 学校名 10.0km 3.0km 8.1075km 8.0875km 3.0km 5.0km 5.0km 総合記録
順位 タイム 順位 タイム 順位 タイム 順位 タイム 順位 タイム 順位 タイム 順位 タイム

選手  古賀　淳紫 (3)   添田　知宏 (2)   大坪桂一郎 (2)   德川　稜汰 (3)   稗田　将大 (3)   西野　匠哉 (2)   宗　　直輝 (2)

1 鳥栖工業 通算  1 30'48"  1 39'52"  1 1ﾟ04'40"  1 1ﾟ29'55"  1 1ﾟ38'48"  1 1ﾟ53'53"  1 2ﾟ08'51" 2ﾟ08'51"
<佐　賀> 区間  1 30'48"  1 9'04"  1 24'48"  1 25'15"  1 8'53"  1 15'05"  1 14'58"

選手  副島　孝輝 (3)   内山　勝太 (3)   坂本　圭輔 (3)   藤家　大介 (2)   西村　　茂 (2)   岡島　慶典 (1)   上田　一貴 (1)

2 白石高校 通算  2 31'54"  2 41'25"  2 1ﾟ08'48"  2 1ﾟ35'03"  2 1ﾟ44'37"  2 2ﾟ00'52"  2 2ﾟ17'09" 2ﾟ17'09"
<佐　賀> 区間  2 31'54"  2 9'31"  6 27'23"  2 26'15"  2 9'34"  2 16'15"  3 16'17"

選手  片岡　翔吾 (3)   加川　英文 (1)   溝江　雅人 (3)   浦田　旺志 (2)   片首　太一 (1)   山口　寛太 (3)   岡本宗一郎 (3)

3 唐津工業 通算  5 33'16"  6 43'21"  3 1ﾟ10'21"  3 1ﾟ38'15"  3 1ﾟ48'08"  3 2ﾟ05'05"  3 2ﾟ21'38" 2ﾟ21'38"
<佐　賀> 区間  5 33'16"  6 10'05"  2 27'00"  5 27'54"  3 9'53"  5 16'57"  4 16'33"

選手  川原　　信 (2)   吉永　晃人 (2)   四辻　　巧 (2)   金子　尚斗 (3)   片岡涼太郎 (3)   境　　秀人 (3)   岩永　龍希 (3)

4 有田工業 通算 11 34'41" 11 44'43"  9 1ﾟ12'02"  5 1ﾟ39'00"  5 1ﾟ48'57"  5 2ﾟ05'45"  4 2ﾟ22'00" 2ﾟ22'00"
<佐　賀> 区間 11 34'41"  5 10'02"  4 27'19"  3 26'58"  4 9'57"  3 16'48"  2 16'15"

選手  内田　亮輔 (3)   岸川　晃大 (3)   椎葉　義仁 (2)   池田　陽己 (2)   佐伯　魁青 (3)   三池　　稔 (2)   田中　　海 (3)

5 佐賀工業 通算  6 33'19"  4 43'07"  6 1ﾟ10'57"  4 1ﾟ38'40"  4 1ﾟ48'40"  4 2ﾟ05'40"  5 2ﾟ22'21" 2ﾟ22'21"
<佐　賀> 区間  6 33'19"  4 9'48" 10 27'50"  4 27'43"  5 10'00"  6 17'00"  6 16'41"

選手  森　　太一 (3)   黒田　　歩 (2)   占野　克海 (3)   寺澤龍之輔 (2)   菊池　　寛 (1)   杉谷　大樹 (2)   杉谷　一樹 (2)

6 鳥栖高校 通算  4 32'59"  5 43'09"  5 1ﾟ10'55"  8 1ﾟ40'44"  7 1ﾟ50'50"  6 2ﾟ07'46"  6 2ﾟ24'42" 2ﾟ24'42"
<佐　賀> 区間  4 32'59"  9 10'10"  9 27'46" 13 29'49"  8 10'06"  4 16'56"  7 16'56"

選手  野中　　誠 (3)   山口　　輝 (3)   角町　智春 (3)   相島　　光 (2)   友田　裕斗 (3)   林　　康輝 (3)   田中丸　基 (3)

7 高志館高 通算  3 32'54"  3 43'05"  4 1ﾟ10'44"  6 1ﾟ39'54"  6 1ﾟ50'26"  7 2ﾟ07'51"  7 2ﾟ25'25" 2ﾟ25'25"
<佐　賀> 区間  3 32'54" 11 10'11"  7 27'39"  9 29'10" 11 10'32" 10 17'25" 15 17'34"

選手  白武　　拡 (1)   鬼橋　海翔 (1)   小林　龍哉 (3)   森　　隆也 (1)   諸石　大晟 (1)   永田　光佑 (1)   田久保順平 (3)

8 北陵高校 通算  9 34'05"  8 44'14"  7 1ﾟ11'36"  7 1ﾟ40'27"  8 1ﾟ50'56"  8 2ﾟ09'32"  8 2ﾟ26'28" 2ﾟ26'28"
<佐　賀> 区間  9 34'05"  8 10'09"  5 27'22"  7 28'51" 10 10'29" 17 18'36"  7 16'56"

選手  北島　佳明 (2)   田中　孝典 (2)   諸岡　宗彦 (2)   林　　拓哉 (1)   畠中　一八 (3)   河原　広樹 (2)   内藤　慎二 (2)

9 佐賀北高 通算  8 33'42"  7 43'57" 13 1ﾟ13'54" 10 1ﾟ42'20"  9 1ﾟ52'21"  9 2ﾟ09'38"  9 2ﾟ26'37" 2ﾟ26'37"
<佐　賀> 区間  8 33'42" 12 10'15" 17 29'57"  6 28'26"  6 10'01"  8 17'17" 10 16'59"

選手  松田　純平 (1)   相良　優斗 (1)   眞子将太朗 (1)   古賀　靖隆 (1)   北島　浩将 (2)   小林　拓人 (2)   石丸　健太 (3)

10 小城高校 通算 10 34'21" 12 44'50" 10 1ﾟ13'08"  9 1ﾟ42'13" 10 1ﾟ52'32" 10 2ﾟ10'05" 10 2ﾟ27'21" 2ﾟ27'21"
<佐　賀> 区間 10 34'21" 14 10'29" 13 28'18"  8 29'05"  9 10'19" 12 17'33" 12 17'16"

選手  坂取　健斗 (3)   荒木　稜平 (3)   佐々木一成 (2)   井上　　研 (1)   山下　航平 (1)   德永　賢哉 (3)   栫井　大雅 (3)

11 敬徳高校 通算 13 34'55" 10 44'37"  8 1ﾟ11'38" 14 1ﾟ43'47" 11 1ﾟ53'50" 11 2ﾟ11'07" 11 2ﾟ27'42" 2ﾟ27'42"
<佐　賀> 区間 13 34'55"  3 9'42"  3 27'01" 20 32'09"  7 10'03"  8 17'17"  5 16'35"

選手  北野　耕大 (2)   吉家　風悟 (3)   川井聖一郎 (2)   田中　将大 (2)   髙橋健一郎 (2)   安武　寛貴 (1)   那須　昇太 (2)

12 早稲田高 通算 17 35'41" 16 45'51" 17 1ﾟ14'32" 16 1ﾟ44'10" 16 1ﾟ54'44" 12 2ﾟ11'57" 12 2ﾟ29'39" 2ﾟ29'39"
<佐　賀> 区間 17 35'41"  9 10'10" 15 28'41" 12 29'38" 13 10'34"  7 17'13" 16 17'42"

選手  永尾　朋也 (3)   前田　佳祐 (3)   中尾　浩司 (1)   金武　翔太 (3)   川原　大世 (3)   田中　将希 (1)   山口　貴之 (3)

13 伊万里商 通算 16 35'36" 17 45'57" 11 1ﾟ13'38" 15 1ﾟ43'48" 13 1ﾟ54'24" 15 2ﾟ12'49" 13 2ﾟ30'21" 2ﾟ30'21"
<佐　賀> 区間 16 35'36" 13 10'21"  8 27'41" 16 30'10" 14 10'36" 16 18'25" 13 17'32"

選手  野崎　弘幸 (2)   坂口　喬一 (3)   阿部　将星 (3)   阿部　泰斗 (1)   藤田　琢磨 (1)   出島　聖大 (1)   新　　誠司 (2)

14 唐津東高 通算 12 34'47" 14 45'43" 16 1ﾟ14'09" 12 1ﾟ43'41" 12 1ﾟ54'20" 13 2ﾟ12'16" 14 2ﾟ30'36" 2ﾟ30'36"
<佐　賀> 区間 12 34'47" 18 10'56" 14 28'26" 11 29'32" 15 10'39" 14 17'56" 18 18'20"

選手  山﨑　僚也 (2)   古賀　雄大 (1)   藤井　祐良 (2)   小宮　大和 (1)   島　　大智 (2)   小山　将也 (2)   西山　嘉昌 (2)

15 佐賀西高 通算  7 33'31"  9 44'27" 15 1ﾟ14'07" 11 1ﾟ43'33" 14 1ﾟ54'40" 16 2ﾟ14'04" 15 2ﾟ31'01" 2ﾟ31'01"
<佐　賀> 区間  7 33'31" 18 10'56" 16 29'40" 10 29'26" 18 11'07" 19 19'24"  9 16'57"

選手  多久島瑞希 (1)   諸石　和也 (2)   淵　啓太郎 (2)   高山　敦至 (2)   岩津　秀治 (2)   中村　光佐 (1)   峰原竜之進 (2)

16 武雄高校 通算 14 35'00" 15 45'49" 14 1ﾟ14'06" 17 1ﾟ44'17" 17 1ﾟ55'21" 14 2ﾟ12'48" 16 2ﾟ31'37" 2ﾟ31'37"
<佐　賀> 区間 14 35'00" 17 10'49" 12 28'17" 17 30'11" 17 11'04" 11 17'27" 22 18'49"

選手  馬場　　剛 (2)   池田　　廉 (2)   中里祥太朗 (2)   吉永　将人 (2)   岩永　健佑 (1)   山口　　優 (1)   岩本　雄斗 (1)

17 伊万里高 通算 15 35'21" 13 45'29" 12 1ﾟ13'42" 13 1ﾟ43'44" 15 1ﾟ54'42" 17 2ﾟ14'31" 17 2ﾟ31'44" 2ﾟ31'44"
<佐　賀> 区間 15 35'21"  7 10'08" 11 28'13" 15 30'02" 16 10'58" 20 19'49" 11 17'13"

選手  小森　聡史 (2)   石橋　拓朗 (2)   橋爪啓太郎 (2)   植松　宏太 (2)   江頭　潤哉 (1)   諸石　雄太 (1)   白川　敦士 (2)

18 鹿島高校 通算 18 35'45" 18 46'25" 18 1ﾟ17'02" 18 1ﾟ46'57" 18 1ﾟ58'13" 18 2ﾟ16'04" 18 2ﾟ34'10" 2ﾟ34'10"
<佐　賀> 区間 18 35'45" 15 10'40" 19 30'37" 14 29'55" 19 11'16" 13 17'51" 17 18'06"

選手  平川　大河 (2)   野副　郁弥 (2)   石瀧　拓未 (3)   三宅　智拓 (1)   井手　佑綺 (3)   永島　　龍 (1)   池田　琉生 (1)

19 塩田工業 通算 20 39'05" 19 49'49" 20 1ﾟ21'17" 20 1ﾟ52'24" 20 2ﾟ03'57" 19 2ﾟ22'16" 19 2ﾟ39'48" 2ﾟ39'48"
<佐　賀> 区間 20 39'05" 16 10'44" 20 31'28" 18 31'07" 20 11'33" 15 18'19" 13 17'32"

選手  宮﨑　　中 (1)   坂口　翔太 (3)   宮﨑　大空 (1)   山口　新平 (1)   中村　和也 (3)   加茂　拓実 (1)   竹尾　竜星 (1)

20 唐津西高 通算 19 38'50" 20 50'08" 19 1ﾟ20'10" 19 1ﾟ52'12" 19 2ﾟ02'44" 20 2ﾟ23'16" 20 2ﾟ41'51" 2ﾟ41'51"
<佐　賀> 区間 19 38'50" 21 11'18" 18 30'02" 19 32'02" 11 10'32" 21 20'32" 20 18'35"

選手  秀島　健斗 (2)   淵上　拓人 (1)   掛林　大義 (3)   島崎　慶樹 (2)   中島　　将 (1)   井手　雅也 (1)   八坂　拓哉 (1)

21 佐賀農業 通算 22 40'20" 22 51'20" 22 1ﾟ25'05" 22 1ﾟ59'55" 22 2ﾟ12'03" 21 2ﾟ31'08" 21 2ﾟ49'41" 2ﾟ49'41"
<佐　賀> 区間 22 40'20" 20 11'00" 21 33'45" 23 34'50" 22 12'08" 18 19'05" 19 18'33"

選手  伊藤　祐哉 (3)   野﨑　竜暉 (2)   平山　経太 (2)   宮﨑　敬悟 (1)   吉村　和博 (2)   古河　光輔 (1)   松本　裕太 (2)

22 唐津商業 通算 21 39'14" 21 50'49" 21 1ﾟ24'56" 21 1ﾟ58'37" 21 2ﾟ10'19" 22 2ﾟ32'44" 22 2ﾟ51'29" 2ﾟ51'29"
<佐　賀> 区間 21 39'14" 22 11'35" 22 34'07" 22 33'41" 21 11'42" 23 22'25" 21 18'45"

選手  片岡　和貴 (1)   牧瀬　拓朗 (2)   四辻　　樹 (1)   下條　聖人 (3)   古川　篤仁 (2)   久保田優人 (2)   田中　椋也 (3)

23 伊万里農 通算 23 41'07" 23 53'04" 23 1ﾟ28'02" 23 2ﾟ00'41" 23 2ﾟ12'56" 23 2ﾟ34'09" 23 2ﾟ53'03" 2ﾟ53'03"
<佐　賀> 区間 23 41'07" 23 11'57" 23 34'58" 21 32'39" 23 12'15" 22 21'13" 23 18'54"



平成２６年度　佐賀県高等学校駅伝競走大会 （ 女子 第２８回大会 ）

平成２６年１１月２日（日） ９時３０分スタート 佐賀市川副町県高校駅伝コース

    第 １ 区     第 ２ 区     第 ３ 区     第 ４ 区     第 ５ 区

順位 学校名 6.0km 4.0975km 3.0km 3.0km 5.0km 総合記録

順位 タイム 順位 タイム 順位 タイム 順位 タイム 順位 タイム

選手   中原　幸来 (3)   鶴田　紘子 (1)   古田　千尋 (3)   筒井　亜美 (1)   坂本　晴菜 (3)

1 鹿島実業 通算  2 21'02"  1 35'42"  1 46'45"  1 57'44"  1 1ﾟ15'26" 1ﾟ15'26"

<佐　賀> 区間  2 21'02"  1 14'40"  1 11'03"  2 10'59"  1 17'42"

選手   横石　悠貴 (3)   井手　優美 (1)   乘本　絢菜 (1)   喜多　彩乃 (2)   片渕　奈々 (2)

2 白石高校 通算  1 21'01"  2 36'47"  2 48'06"  2 59'22"  2 1ﾟ17'45" 1ﾟ17'45"

<佐　賀> 区間  1 21'01"  3 15'46"  3 11'19"  3 11'16"  2 18'23"

選手   内川　睦美 (1)   大久保優香 (1)   江口　涼香 (1)   森　　綾華 (1)   小柳　美稀 (2)

3 佐賀清和 通算  3 22'33"  3 37'34"  3 48'51"  3 59'45"  3 1ﾟ18'28" 1ﾟ18'28"

<佐　賀> 区間  3 22'33"  2 15'01"  2 11'17"  1 10'54"  3 18'43"

選手   前川　早紀 (2)   杉山　玲佳 (2)   相良　祐希 (2)   久保田早紀 (3)   福田　朱里 (1)

4 伊万里商 通算 10 24'44"  7 40'47"  7 52'53"  6 1ﾟ04'12"  4 1ﾟ24'11" 1ﾟ24'11"

<佐　賀> 区間 10 24'44"  6 16'03"  4 12'06"  4 11'19"  4 19'59"

選手   山下友里菜 (3)   佐々木麻衣 (1)   松尾　千夏 (3)   百崎　　優 (1)   谷内ひかる (1)

5 多久高校 通算  7 23'38"  5 39'27"  5 51'47"  5 1ﾟ04'07"  5 1ﾟ24'58" 1ﾟ24'58"

<佐　賀> 区間  7 23'38"  4 15'49"  6 12'20"  6 12'20"  7 20'51"

選手   斎藤　朱莉 (3)   古賀紗耶香 (2)   米倉奈津実 (3)   倉成　真由 (2)   龍　美沙樹 (2)

6 鳥栖商業 通算  4 22'57"  4 38'55"  4 51'38"  4 1ﾟ03'58"  6 1ﾟ25'28" 1ﾟ25'28"

<佐　賀> 区間  4 22'57"  5 15'58"  7 12'43"  6 12'20" 11 21'30"

選手   久保　美空 (2)   松尾　美佐 (2)   大田理佳子 (2)   高群　理帆 (1)   川副　優花 (2)

7 鳥栖高校 通算  8 23'56"  6 40'28"  6 52'46"  7 1ﾟ04'55"  7 1ﾟ26'37" 1ﾟ26'37"

<佐　賀> 区間  8 23'56"  8 16'32"  5 12'18"  5 12'09" 12 21'42"

選手   楠久美香子 (1)   岡　　美希 (2)   島ノ江有加 (1)   有森　　瞳 (2)   橋本　知佳 (2)

8 鹿島高校 通算  5 23'05" 12 41'42" 11 54'38"  9 1ﾟ07'22"  8 1ﾟ28'41" 1ﾟ28'41"

<佐　賀> 区間  5 23'05" 16 18'37"  8 12'56"  8 12'44"  9 21'19"

選手   黒木　美帆 (2)   手島　　藍 (1)   森　　彩星 (2)   西村　優衣 (2)   中村　朱里 (2)

9 三養基高 通算 14 25'16" 10 41'26" 10 54'34" 13 1ﾟ08'56"  9 1ﾟ29'34" 1ﾟ29'34"

<佐　賀> 区間 14 25'16"  7 16'10" 11 13'08" 16 14'22"  6 20'38"

選手   外尾　由衣 (3)   川頭　未来 (2)   池田　朱里 (2)   松尾　　緑 (2)   江越芙美子 (3)

10 高志館高 通算  9 24'00"  9 40'56"  8 53'57"  8 1ﾟ07'09" 10 1ﾟ29'44" 1ﾟ29'44"

<佐　賀> 区間  9 24'00" 10 16'56" 10 13'01" 12 13'12" 16 22'35"

選手   馬場　朱里 (1)   林田　真季 (2)   森　　朋恵 (1)   岸川　朋実 (1)   橋爪　梨奈 (2)

11 嬉野高校 通算 13 25'03" 13 42'04" 15 56'43" 15 1ﾟ09'30" 11 1ﾟ30'03" 1ﾟ30'03"

<佐　賀> 区間 13 25'03" 11 17'01" 16 14'39"  9 12'47"  5 20'33"

選手   北川　真衣 (2)   坂本　　恵 (2)   松本　華奈 (2)   左島　陽夏 (1)   今泉　舞美 (1)

12 小城高校 通算  6 23'25"  8 40'52"  9 54'22" 10 1ﾟ07'44" 12 1ﾟ30'06" 1ﾟ30'06"

<佐　賀> 区間  6 23'25" 14 17'27" 14 13'30" 13 13'22" 15 22'22"

選手   藤井　千晴 (2)   江頭　　舞 (1)   原　　詩織 (1)   武富樹莉亜 (2)   遠藤　瑞穂 (1)

13 佐賀西高 通算 11 24'48" 11 41'40" 12 54'48" 11 1ﾟ08'38" 13 1ﾟ30'07" 1ﾟ30'07"

<佐　賀> 区間 11 24'48"  9 16'52" 11 13'08" 15 13'50" 10 21'29"

選手   中島　萌里 (2)   大久保柚希 (3)   中村のどか (1)   犬塚　千尋 (1)   濵　　愛恵 (1)

14 唐津東高 通算 12 25'01" 14 42'30" 14 55'49" 14 1ﾟ08'58" 14 1ﾟ30'11" 1ﾟ30'11"

<佐　賀> 区間 12 25'01" 15 17'29" 13 13'19" 11 13'09"  8 21'13"

選手   宮地　由佳 (2)   西原　智子 (3)   樋口　弘華 (1)   中尾なつき (2)   満武　有咲 (2)

15 佐賀北高 通算 16 25'27" 16 42'39" 13 55'38" 12 1ﾟ08'39" 15 1ﾟ30'43" 1ﾟ30'43"

<佐　賀> 区間 16 25'27" 13 17'12"  9 12'59" 10 13'01" 13 22'04"

選手   橋爪日花里 (2)   中山　桃花 (2)   前田菜々美 (1)   田中　伶奈 (1)   馬場　鈴花 (2)

16 武雄高校 通算 15 25'25" 15 42'32" 16 56'46" 16 1ﾟ10'19" 16 1ﾟ32'32" 1ﾟ32'32"

<佐　賀> 区間 15 25'25" 12 17'07" 15 14'14" 14 13'33" 14 22'13"

選手   山下いぶき (2)   前道　彩香 (2)   岸川　雛子 (1)   前山　友香 (2)   山﨑　智香 (2)

17 伊万里農 通算 17 29'01" 17 47'40" 17 1ﾟ03'31" 17 1ﾟ19'17" 17 1ﾟ42'55" 1ﾟ42'55"

<佐　賀> 区間 17 29'01" 17 18'39" 17 15'51" 17 15'46" 17 23'38"
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