
形名 得点 順位 形名 得点 順位

形名 得点 順位 形名 得点 順位

18 牟田　悠姫 鳥栖西中 チントウ 23.8 1 クーシャンクー 24.8 2

17 中山　真歩 三根中 チントウ 17.4

16 光吉　菜々美 昭栄中 チントウ 21.8 4 クーシャンクー 21.8

15 青木　徠夢 唐津東中 ジオン 18

14 日吉　亜衣 城北中 カンクウダイ 18.2

13 中山　春花 成章中 カンクウダイ 23.4 2 エンピ 22.6

12 佐々木　彩乃 田代中 チントウ 22.2 3 クーシャンクー 23.4

11 築貫　あや 大和中 ジオン 19.6

10 中向　希海 青陵中 ジオン 18.8

第２プール

番号 選手名
第１ラウンド 第２ラウンド

9 古藤　実里 浜玉中 カンクウダイ 18.0

3 クーシャンク－ 22.4

クルルンファ 23.4 34

8 山口　栞奈 福富中 ジオン 23.0

7 寺田　百華 成頴中 チントウ 20.4

2 カンクウショウ 23.0

6 奥村　友紀 鳥栖西中 チントウ 22.8

5 北原　愛深 西部中 セーパイ 22.2

1

2 村田　実奈津 田代中 チントウ 20.0

4 周防 梨衣愛

3 西見　琉香 相知中 ジオン 21.4

1 カンクウショウ 25.2

女子個人形

第１プール

番号 選手名 学校名
第１ラウンド 第２ラウンド

大和中 カンクウダイ 24.6

1 土井　望実 致遠館中 ジオン 21.0



形名 得点 順位 形名 得点 順位

形名 得点 順位 形名 得点 順位

36 大坪　莉姫 山代中 ジオン 19.2

35 山崎　ゆらら 多良中 セーパイ 24.0 2 クルルンファ 23.8 2

34 吉家　楓 田代中 棄権

33 塩川　葵 鳥栖西中 チントウ 20.6

32 弘中　琉月 大和中 カンクウダイ 19.2

4 クーシャンクー 21.0

31 宮崎　祥歩 鳥栖中 チントウ 24.2 1 クーシャンクー 24.6 1

第２ラウンド

19.4

30 白水　姫星 神埼中 棄権

29 野﨑　宙奈 相知中 ジオン 21.0 3 エンピ

27 大石　乃愛 田代中 チントウ 20.8 クーシャンクー 20.6

28 川原　美煌 三根中 チントウ 20.4

第４プール

番号 選手名
第１ラウンド

4

クーシャンクー 22.6 326 後藤　唯衣 鳥栖中 チントウ 23.0

25 久保田　亜依迦 大和中 チントウ 20.4

1

エンピ 20.6

24 柿木　真菜 三根中 チントウ 18.0

23 近藤　芽生 浜玉中 ジオン 18.4

21 西村　夏生 牛津中 ジオン 21.2 3

20 平川　芽生 北方中 ジオン 18.8

22 徳森　真凰 城南中 バッサイダイ 22.6 2 ニーパイポ

女子個人形

第３プール

番号 選手名 学校名
第１ラウンド 第２ラウンド

22.6

19 小野　梓 城北中 カンクウダイ 20.8



形名 得点 順位 形名 得点 順位

形名 得点 順位 形名 得点 順位

山本　幹人

山口　善也

下川　裕也

森　与一

丸田　誠志郎

初村　悠作

永渕　倖弥

鶴田　夏貴

辻　孝大郎

野田　裕介

大隈　翔斗

峯　　啓珠

(田代中)

(福富中)

(三根中)

(東陵中)

24 ジオン 21.0(江北中)武富　洸弥

24 3

23 チントウ 0.0

22 セーパイ 24.2 2 クルルンファ

(基山中)中倉　春紀

(多良中)原　竣介

21 チントウ 19.2

20 カンクウダイ 20.2

(田代中)山口　蓮太郎

(致遠館中)尋木　康貴

19 セーパイ 21.0

18 棄権

(青陵中)小川　祐輝

(鳥栖西中)中尾　太亮

17 ジオン 24.4 1 カンクウショウ 24.2 2

16 ジオン 17.0

(大町ひじり

学園)亀川　英汰

(香楠中)松尾　凌来

22.2

15 ジオン 22.0 4 カンクウショウ 21.4

14 ジオン 22.4 3 エンピ

(白石中)森　千夏

松尾　亘祐 (神埼中)

13 チントウ 20.0

第２プール

番号 選手名
第１ラウンド 第２ラウンド

(附属中)小栁　遥輝

12 ジオン 20.8

11 ジオン 20.6(上峰中)

(江北中)

22.2

10 チントウ 21.6

9 セーパイ 22.4 3 クルルンファ(塩田中)

(成頴中)

8 ジオン 21.6

7 カンクウダイ 25.2 1 カンクウショウ(大和中)

(神埼中)

25.4 1

6 チントウ 18.0

5 チントウ 19.0(附属中)

(田代中)

22.2

4 バッサイダイ 19.0

3 チントウ 22.0 4 クーシャンクー

2 ジオン 23.2 2 カンクウショウ 23.2 4

1 チントウ 20.2

男子個人形

第１プール

番号 選手名
第１ラウンド 第２ラウンド

学校名



形名 得点 順位 形名 得点 順位

形名 得点 順位 形名 得点 順位

1

48 戸上　雄太 (上峰中) ジオン 0.0

47 横田　怜大 (芦刈中) カンクウダイ 25.4 1 カンクウショウ 25.0

46 吉冨　響貴 (香楠中) ジオン 16.0

45 陣内　俊明 (城東中) チントウ 17.6

44 辻　大樹 (大和中) カンクウダイ 0.0

43 光吉　泰雅 (昭栄中) チントウ 22.0 4 クーシャンクー 21.6

クルルンファ 21.8

42 中村　智亮 (東脊振中) ジオン 19.2

41 前田　優海斗 (多良中) セーパイ 23.4 2

40 江下　蓮人 (附属中) チントウ 22.2 3 クーシャンクー 21.8

39 寺崎　悠紳 (田代中) チントウ 17.8

38 平原　明 (諸富中) セーパイ 19.0

37 江口　拓次 (江北中) ジオン 20.8

第４プール

番号 選手名
第１ラウンド 第２ラウンド

36 梶原　陸杜 (神埼中) ジオン 18.2

35 久野　龍之介 (福富中) ジオン 20.0

1

34 小島　一悟 (附属中) チントウ 21.2

33 橋本　昂旺 (江北中) ジオン 23.0

4 クーシャンクー 21.6

エンピ 23.6 32

32 諸熊　那樹 (七山中) ジオン 17.6

31 生島　弘翔 (神埼中) カンクウダイ 24.0 エンピ 24.6 2

エンピ 23.03

30 宮原　咲 (北茂安中) チントウ 17.4

29 円城寺　司 (昭栄中) チントウ 18.2

28 大坪　優太 (上峰中) ジオン 21.2

27 馬場崎　響 (思斉中) ジオン 22.8

男子個人形

第３プール

番号 選手名 学校名
第１ラウンド 第２ラウンド

26 釘尾　侑太郎 (東部中) セーパイ 19.2

25 鐘ヶ江　佳大 (龍谷中) チントウ 19.2



帯 番号 学校名 形名 得点 順位

赤 第１・２プール１位 大和中学校 バッサイダイ 25.6 1

青 第３・４プール１位 芦刈中学校 ウンスー 24.2 2

帯 番号 学校名 形名 得点 順位

赤 第１・２プール２位 江北中学校 ウンスー 23.0 －

青 第３・４プール３位 多良中学校 クルルンファ 23.4 －

帯 番号 学校名 形名 得点 順位

赤 第１・２プール３位 大町ひじり学園 ガンカク 24.4 3（第3代表）

青 第３・４プール２位 神埼中学校 カンクウダイ 23.6 3（第4代表）

帯 番号 学校名 形名 得点 順位

赤 第１・２プール１位 大和中 コジュウシホウショウ 24.4 2

青 第３・４プール１位 鳥栖中 クーシャンクー 24.6 1

帯 番号 学校名 形名 得点 順位

赤 第１・２プール２位 鳥栖中 クーシャンクー 22.6 －

青 第３・４プール３位 多良中 クルルンファ 24.0 ３（第4代表）

帯 番号 学校名 形名 得点 順位

赤 第１・２プール３位 鳥栖西中 クーシャンクー 24.2 3（第3代表）

青 第３・４プール２位 西部中 セーパイ 22.4 －

選手名

牟田　悠姫

北原　愛深

宮崎　祥歩

代表順位決定戦

選手名

後藤　唯衣

山崎　ゆらら

代表順位決定戦

周防　梨衣愛

代表順位決定戦

選手名

橋本　昂旺

原　竣介

代表順位決定戦

選手名

亀川　英汰

生島　弘翔

女子個人形

決勝戦

選手名

横田　怜大

男子個人形

決勝戦

選手名

永渕　倖弥


