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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 7/25 梶原　光姫  (1) 13.05/-0.4

佐賀清和

西山　明世  (1) 13.33/-0.4

田代

庄司　千華  (1) 13.50/-0.4

佐賀清和

谷口　ゆい  (1) 13.59/-0.4

西部

永石　小雪  (1) 13.73/-0.4

唐津一

朝永　樹里  (1) 13.81/-0.4

武雄

大川内七奈  (1) 13.86/-0.4

東陵

草野　千穂  (1) 14.05/-0.4

致遠館

女子１

年

100m 7/25 辻　　玲奈  (2) 12.82/+2.6

武雄

森田　彩楠  (2) 13.01/+2.6

西唐津

横尾　涼香  (2) 13.19/+2.6

千代田

堤　　香凜  (2) 13.29/+2.6

鳥栖

原口　舞衣  (2) 13.35/+2.6

唐津一

川原さくら  (2) 13.39/+2.6

国見

福島　七星  (2) 13.53/+2.6

城南

山﨑麻理香  (2) 13.57/+2.6

千代田

女子２

年

100m 7/25 八並　華捺  (3) 12.42/+2.6

城東

山﨑　彩未  (3) 12.44/+2.6

有明

月岡　真珠  (3) 12.86/+2.6

小城

大坪　美結  (3) 12.96/+2.6

田代

篠﨑あかり  (3) 13.04/+2.6

城北

松本　望愛  (3) 13.08/+2.6

唐津一

中橋　高帆  (3) 13.29/+2.6

弘学館

樫野　未夢  (3) 13.36/+2.6

城北

女子３

年

200m 7/26 八並　華捺  (3) 26.38/-2.9

城東

横尾　涼香  (2) 27.12/-2.9

千代田

有吉　乃彩  (3) 27.31/-2.9

田代

辻　　玲奈  (2) 27.52/-2.9

武雄

大坪　美結  (3) 27.61/-2.9

田代

篠﨑あかり  (3) 27.86/-2.9

城北

中橋　高帆  (3) 27.87/-2.9

弘学館

原田さくら  (3) 27.91/-2.9

千代田

女子

800m 7/26 古澤日菜向  (1)  2:26.05

鳥栖

小松　夕夏  (1)  2:29.06

唐津東

楢崎　優衣  (1)  2:29.45

浜玉

志賀美乃里  (1)  2:31.44

香楠

野口ののか  (1)  2:33.19

伊万里

井上　真帆  (1)  2:37.44

肥前

山田　侑茄  (1)  2:39.33

有明

加茂　美範  (1)  2:39.96

七山

女子１

年

800m 7/25 松浦　亜依  (2)  2:19.78

西部

岡本　琉伽  (2)  2:26.42

鳥栖西

川﨑　麗乃  (2)  2:28.53

福富

筒井　心桜  (2)  2:29.19

塩田

長畑　有香  (2)  2:29.51

鬼塚

濱田　　彩  (2)  2:30.11

鬼塚

石隈　瑞規  (2)  2:30.89

城東

堤　　麻尋  (2)  2:31.02

多久中央

女子２

年

800m 7/25 池田　佳奈  (3)  2:18.75

千代田

善　玖留実  (3)  2:21.66

致遠館

福田　愛紗  (3)  2:23.74

東与賀

山下　　藍  (3)  2:25.41

嬉野

吉田　涼夏  (3)  2:27.90

白石

山口　　遥  (3)  2:28.35

青嶺

山岸　可奈  (3)  2:29.08

川副

岡本　桃華  (3)  2:34.93

七山

女子３

年

1500m 7/26 池田　佳奈  (3)  4:48.00

千代田

松浦　亜依  (2)  4:49.52

西部

山口　　遥  (3)  4:54.54

青嶺

山下　　藍  (3)  4:58.46

嬉野

堤　　麻尋  (2)  5:02.67

多久中央

山口　　桜  (3)  5:05.27

青嶺

山岸　可奈  (3)  5:06.19

川副

筒井　心桜  (2)  5:06.73

塩田

女子

80mH 

(0.762m)

7/25 満上　那菜  (2) 13.04/+3.2

武雄青陵

峰松　　翠  (2) 13.05/+3.2

西部

山口　優果  (2) 13.12/+3.2

白石

片田　莉菜  (2) 13.16/+3.2

鳥栖西

山﨑麻理香  (2) 13.17/+3.1

千代田

山口　侑珠  (2) 13.23/+3.2

武雄青陵

西野　天葉  (2) 13.63/+3.2

西部

貝野きらり  (1) 13.77/+3.2

大和

女子低

学年

100mH 

(0.762m)

7/25 有吉　乃彩  (3) 14.87/+2.5

田代

吉村　詩音  (3) 15.23/+2.5

大町

山﨑　彩未  (3) 15.51/+2.5

有明

笠　　彩乃  (3) 16.04/+2.5

鳥栖西

瀬戸　結水  (3) 16.07/+2.5

鳥栖

原田さくら  (3) 16.14/+2.5

千代田

城戸　美空  (3) 16.17/+2.5

基里

深水　百花  (3) 16.23/+2.5

致遠館

女子

4×100m 7/26 西部 53.42

峰松　　翠  (2)

谷口　ゆい  (1)

宮川　泉穂  (1)

西野　天葉  (2)

佐賀清和 53.48

菊地　雪花  (2)

梶原　光姫  (1)

庄司　千華  (1)

秀島　朱音  (2)

武雄 53.85

山口　　澪  (2)

下平　美桜  (1)

永松　希星  (1)

中村　　遥  (2)

唐津東 53.99

野崎　桂加  (2)

大田　真鈴  (1)

石丸　美結  (1)

出島愛友里  (2)

鳥栖 54.50

永田　彩七  (2)

太田　美空  (1)

前田　七音  (1)

堤　　香凜  (2)

基山 54.70

神尾　莉乃  (2)

白水　莉子  (1)

菅野　文音  (1)

鳥飼　玲菜  (2)

鳥栖西 55.98

工藤奈津美  (2)

安達　乃愛  (1)

山部　真依  (1)

南　　舞花  (2)

田代 56.32

山崎　璃子  (2)

横尾　早映  (1)

中村　美文  (1)

松尾　阿美  (2)

女子低

学年

4×100m 7/26 田代 51.02

高野　純佳  (3)

有吉　乃彩  (3)

西山　明世  (1)

大坪　美結  (3)

唐津一 51.17

原口　舞衣  (2)

松本　望愛  (3)

亀山　彩衣  (3)

永石　小雪  (1)

武雄 51.64

前田　怜楽  (2)

辻　　玲奈  (2)

朝永　樹里  (1)

山口　美玲  (3)

城東 51.87

堤　梨伊奈  (3)

原　　愛惠  (2)

川﨑　涼加  (3)

八並　華捺  (3)

城北 51.96

片渕ひなた  (2)

樫野　未夢  (3)

篠﨑みのり  (3)

篠﨑あかり  (3)

千代田 52.01

山﨑麻理香  (2)

原田さくら  (3)

小川さやか  (2)

横尾　涼香  (2)

武雄青陵 52.83

峰松まつり  (3)

満上　那菜  (2)

草場　環緒  (2)

山口　夢乃  (3)

白石 53.03

山口　優果  (2)

樋渡　柚稀  (3)

安武　遙夏  (3)

山﨑　瑞季  (3)

走高跳 7/26 満上　那菜  (2) 1m60

=GR ◎ 武雄青陵

瀬戸　結水  (3) 1m48

鳥栖

一ノ瀬　凜  (2) 1m35

西部

川﨑　涼加  (3) 1m35

城東

原田　菜月  (2) 鳥栖 1m35

安武　遙夏  (3) 白石

宮崎　侑佳  (3) 江北 1m30

秀島　朱音  (2) 佐賀清和

居石　　彩  (2) 成穎

山口　　栞  (3) 白石

走幅跳 7/25 月岡　真珠  (3)   5m13/+1.3

小城

山﨑　瑞季  (3)   5m11/+5.1

白石

中村　美結  (3)   5m10/+3.6

大町

山口　夢乃  (3)   4m96/+3.6

武雄青陵

太田　理子  (3)   4m85/-0.2

嬉野

山下　　葵  (2)   4m60/+5.1

香楠

松本　紗季  (3)   4m49/+4.0

小城

樋渡　柚稀  (3)   4m47/+4.0

白石

砲丸投

(2.721kg)

7/25 阿津坂　愛美(3)   9m78

佐賀清和

草場　環緒  (2)   9m70

武雄青陵

今泉　千優  (3)   9m34

大町

犬塚菜奈子  (3)   9m13

啓成

飯盛　杏理  (3)   8m62

城東

寺田菜都美  (3)   8m08

国見

志柿　里咲  (3)   7m63

基山

副島　梨音  (3)   7m58

田代

女子

女子総合得点 西部 29点 田代 26点 千代田 25点 佐賀清和 21点 武雄青陵 21点 城東 20点 鳥栖 19.5点 武雄 18点

 7月25日  9:30 曇り    30℃   78％ 北 0.2m/s

 7月25日 12:00 晴れ    35℃   52％ 北東 0.2m/s

 7月25日 15:00 曇り    31℃   60％ 北 1.8m/s

 7月25日 16:00 曇り    32℃   61％ 北北西 1.4m/s

 7月26日  9:00 晴れ    30℃   72％ 北北東 0.3m/s

 7月26日 11:00 晴れ    32℃   61％ 南南東 1.8m/s

 7月26日 13:00 晴れ    33℃   56％ 南南西 1.9m/s

総　　　　　務 ： 堤　　正二

記　録　主　任 ： 小城　典隆

トラック審判長 ： 田中　修司

フィールド審判長 ： (跳躍)北村　　健

　　　　　　　　 ： (投擲)山口　一誠

凡例（=GR:大会ﾀｲ記録/ ◎ :標準記録突破）


