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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 9/18 竹内　　栞里 (2) 12.58/-1.8

佐北　　準12"53(-0.9)

八並　　華捺 (1) 12.60/-1.8

龍谷

山田　　笑実 (2) 12.65/-1.8

佐北

下村　　実可 (2) 13.06/-1.8

清和

小林　　芽生 (2) 13.15/-1.8

佐西

池田　　愛果 (2) 13.23/-1.8

佐商

川﨑　　舞子 (2) 13.34/-1.8

弘学館　　準13"22(+0.9)

藤木　優里花 (2) 13.62/-1.8

鳥栖　　予13"36(+0.5)

２００ｍ 9/24 加茂　　明華 (2) 25.27/+1.0

佐北

山田　　笑実 (2) 25.51/+1.0

佐北

八並　　華捺 (1) 25.74/+1.0

龍谷

福田　　愛紗 (1) 26.73/+1.0

清和

小林　　芽生 (2) 26.86/+1.0

佐西

出　　佳奈子 (2) 26.91/+1.0

清和

川﨑　　舞子 (2) 27.13/+1.0

弘学館

貞方　望紀慧 (2) 27.46/+1.0

伊万里

４００ｍ 9/16 加茂　　明華 (2) 57.12

佐北

大川　なずな (2) 58.07

清和

樋口　　夏美 (2) 58.69

佐北

福田　　愛紗 (1) 59.90

清和

中尾　　真依 (2)  1:01.67

伊商

相原　のゆり (2)  1:02.78

佐西

８００ｍ 9/18 中尾　　真依 (2)  2:17.61

伊商

山下　　花音 (1)  2:18.49

清和

池田　　佳奈 (1)  2:20.74

佐北

武冨　　沙輝 (2)  2:22.53

清和　　予2'22"15

中ノ原　　萌 (2)  2:23.91

鳥商

小山　　桃果 (1)  2:26.37

佐商　　予2'23"12

水落　　海里 (2)  2:29.06

鳥栖　　予2'23"31

塚部　穂乃佳 (2)  2:33.01

伊万里　　予2'30"69

１５００ｍ 9/16 山下　　花音 (1)  4:43.35

清和

山下　　　藍 (1)  4:44.32

清和

笠原　　奈月 (1)  4:52.30

白石

中ノ原　　萌 (2)  4:52.60

鳥商

塚部　穂乃佳 (2)  5:03.67

伊万里

井上　　優香 (2)  5:03.96

唐南

有森　　　愛 (2)  5:04.86

鹿実

伊藤　菜々美 (1)  5:07.42

早稲田

３０００ｍ 9/24 山口　　　遥 (1) 10:16.96

清和

笠原　　奈月 (1) 10:17.01

白石

大久保　菜々 (2) 10:20.10

清和

伊藤　菜々美 (1) 10:54.38

早稲田

井上　　優香 (2) 11:00.74

唐南

山口　　　桜 (1) 11:03.93

伊万里

中嶋　　まい (2) 11:04.71

唐東

草場　　由名 (1) 11:24.07

武雄

１００ｍＨ

(0.840m)

9/16 田中　　　碧 (2) 15.50/-0.5

龍谷

溝上　　乃愛 (2) 16.06/-0.5

龍谷

有吉　　乃彩 (1) 16.31/-0.5

佐北

吉村　　詩音 (1) 16.45/-0.5

佐商

堤　　　雛子 (2) 17.16/-0.5

佐東

吉村　　渚紗 (2) 17.72/-0.5

清和

城戸　　美空 (1) 18.19/-0.5

鳥栖

池田　　愛果 (2) 18.37/-0.5

佐商

４００ｍＨ

(0.762m)

9/18 大川　なずな (2)  1:03.29

清和

樋口　　夏美 (2)  1:04.70

佐北

吉村　　渚紗 (2)  1:05.11

清和

田中　　　碧 (2)  1:08.58

龍谷

堤　　　雛子 (2)  1:09.62

佐東

有吉　　乃彩 (1)  1:11.48

佐北

小池　　彩華 (2)  1:13.44

鹿島

５０００ｍＷ 9/16 渡辺　　夕奈 (2) 26:08.65

NGR清和

武藤　　　実 (1) 28:43.16

清和

岡本　　桃華 (1) 32:40.78

唐東

４×１００ｍ 9/18 清　和 49.79

福田　　愛紗 (1)

下村　　実可 (2)

出　　佳奈子 (2)

大川　なずな (2)

龍　谷 50.02

田中　　美空 (2)

八並　　華捺 (1)

久保　舞郁奈 (2)

溝上　　乃愛 (2)

佐　商 50.04

池田　　愛果 (2)

小山　　桃果 (1)

吉村　　詩音 (1)

光武　　沙恵 (2)

佐　西 51.21

相原　のゆり (2)

小林　　芽生 (2)

本田　　祐歌 (2)

坂田　　有美 (1)

致遠館 51.75

光山　　朋華 (2)

前田　　　鈴 (1)

善　　玖留実 (1)

篠﨑　あかり (1)

鳥　栖 52.68

杉山　　実夢 (2)

藤木　優里花 (2)

城戸　　美空 (1)

犬塚　　桃子 (2)

弘学館 53.51

山本　　彩加 (1)

川﨑　　舞子 (2)

海老　　彩香 (2)

中橋　　高帆 (1)

小　城 53.63

野田　　真由 (2)

小池　　奈那 (2)

鮎川　　　楓 (2)

兵動　　孝子 (2)

４×４００ｍ 9/24 清　和  3:54.61

NGR福田　　愛紗 (1)

出　　佳奈子 (2)

吉村　　渚紗 (2)

大川　なずな (2)

佐　北  3:59.03

樋口　　夏美 (2)

竹内　　栞里 (2)

山田　　笑実 (2)

松本　　望愛 (1)

致遠館  4:06.65

前田　　　鈴 (1)

善　　玖留実 (1)

古川　　朋佳 (2)

小池　　春莉 (2)

佐　商  4:06.67

池田　　愛果 (2)

小山　　桃果 (1)

吉村　　詩音 (1)

北村　　優花 (2)

龍　谷  4:09.20

八並　　華捺 (1)

田中　　　碧 (2)

安武　　遥夏 (1)

溝上　　乃愛 (2)

佐　西  4:10.13

小林　　芽生 (2)

相原　のゆり (2)

本田　　祐歌 (2)

坂田　　有美 (1)

唐　東  4:16.21

渡邊　　美空 (2)

峰　　　穂果 (2)

中島　　早保 (2)

中嶋　　まい (2)

鳥　栖  4:16.30

杉山　　実夢 (2)

水落　　海里 (2)

犬塚　　桃子 (2)

藤木　優里花 (2)

棒高跳 9/16 峰　　　穂果 (2) 2m70

NGR唐東

松本　　紗季 (1) 2m60

NGR小城

諸岡　　幸穂 (2) 2m40

NGR唐東

走高跳 9/16 久保　舞郁奈 (2) 1m50

龍谷

光武　　沙恵 (2) 1m50

佐商

中村　明日香 (2) 1m45

龍谷

持田　　真由 (2) 1m45

佐西

梶原　　妃永 (1) 1m40

東明館

阿南　　美紀 (1) 1m25

清和

走幅跳 9/18 月岡　　真珠 (1)   5m28/+1.0

佐北

下尾　　　渚 (2)   5m24/+2.2

唐南

田中　　美空 (2)   5m20/+2.0

龍谷

中村　　美結 (1)   5m19/+0.6

清和

小松　茉依子 (2)   4m90/+2.2

東明館

大江　　優未 (2)   4m77/+2.1

清和

山口　　夢乃 (1)   4m67/+2.0

武雄

山﨑　　瑞季 (1)   4m66/+1.8

佐北

三段跳 9/24 田中　　美空 (2)  11m20/-0.3

NGR龍谷

月岡　　真珠 (1)  10m97/-0.3

NGR佐北

溝上　　乃愛 (2)  10m68/-0.7

NGR龍谷

下尾　　　渚 (2)  10m43/+0.8

NGR唐南

前田　　　鈴 (1)  10m29/-0.3

NGR致遠館

梅崎　　芹加 (2)  10m26/-0.9

NGR清和

山﨑　　瑞季 (1)   9m58/+1.2

佐北

冨永　　佳那 (1)   9m48/+0.8

嬉野

砲丸投

(4.000kg)

9/24 山口　　凜花 (2)   9m62

清和

阿津坂　愛美 (1)   9m60

清和

代居　　知華 (2)   9m09

牛津

谷　　眞智子 (1)   8m78

伊万里

犬塚　菜奈子 (1)   8m18

伊万里

杉山　　実夢 (2)   7m98

鳥栖

伊藤　　莉那 (1)   7m88

唐青翔

今泉　　千優 (1)   7m57

佐西

円盤投

(1.000kg)

9/18 山口　　凜花 (2)  30m43

清和

谷　　眞智子 (1)  28m77

伊万里

代居　　知華 (2)  27m43

牛津

古舘　　美羽 (2)  25m66

唐東

樋渡　　遥香 (2)  25m32

小城

犬塚　菜奈子 (1)  23m14

伊万里

中山　　琴美 (2)  23m12

唐南

阿津坂　愛美 (1)  22m89

清和

ハンマー投

(4.000kg)

9/16 北島　　里菜 (2)  34m77

佐商

杉山　　実夢 (2)  32m69

鳥栖

宮﨑　　芽唯 (2)  31m85

唐南

岡本　　芙羽 (2)  29m09

唐商

青木　　鈴奈 (2)  24m79

唐青翔

鬼頭　　実里 (2)  23m38

伊農

飯盛　　杏理 (1)  19m75

清和

山口　　あい (1)  11m40

鹿島

やり投

(0.600kg)

9/16 山崎　　有伽 (2)  37m69

龍谷

野中　　杏樹 (2)  37m34

早稲田

堤　　二知佳 (1)  34m13

鳥栖

江越　　由華 (2)  32m65

清和

古舘　　美羽 (2)  30m37

唐東

鬼頭　　実里 (2)  28m81

伊農

菖蒲　　晴菜 (2)  26m05

佐商

梅崎　　芹加 (2)  24m60

清和

七種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m

走幅跳-やり投-800m

9/18
9/24

江越　　由華 (2)  3802

清和

17.05/-0.3-1m30-9m53-27.92/-0.1

4m91/+0.0-33m75-2:39.15

中村　明日香 (2)  3407

龍谷

18.36/-0.3-1m56-6m34-29.16/-0.1

4m60/-0.1-21m91-2:33.25

笠　　　彩乃 (1)  3008

清和

17.04/-0.3-1m20-5m17-28.76/-0.1

4m33/+0.0-20m51-2:35.25

井上　　琴乃 (1)  2920

三養基

21.73/-0.3-1m35-6m31-28.33/-0.1

4m07/+0.1-23m71-2:28.87

犬塚　　桃子 (2)  2748

鳥栖

19.99/-0.3-1m30-6m76-29.11/-0.1

4m53/+0.2-17m74-2:47.78

女子

女子総合得点 清　和 114点 龍　谷 65点 佐　北 61点 佐　商 23点 唐　東 19点 唐　南 15点 伊万里 14点 鳥　栖 13点

女子トラック得点 清　和 78点 佐　北 50点 龍　谷 30点 佐　商 12点 白　石 9点 佐　西 9点 伊　商 8点 致遠館 6点

女子フィールド得点 龍　谷 30点 清　和 26点 唐　東 15点 唐　南 12点 佐　商 11点

佐　北

伊万里 11点 鳥　栖 10点

女子混成得点 清　和 10点 龍　谷 5点 三養基 3点 鳥　栖 2点

１００ｍ 9/24 大川　なずな (2) 13.32/+0.2

清和

篠﨑　あかり (1) 13.42/+0.6

致遠館

吉村　　詩音 (1) 13.43/+0.2

佐商

南里　　美月 (2) 13.45/+0.6

佐北

相原　のゆり (2) 佐西 13.49/+0.2

松本　　望愛 (1) 佐北 13.49/+0.9

吉村　　渚紗 (2) 13.63/+0.2

清和

黒髪　　光菜 (1) 13.63/+0.2

佐商

３０００ｍ 9/24 杉岡　　真奈 (2) 12:11.80

唐南

草場　美侑里 (2) 12:26.06

武雄

石﨑　　瑠奈 (1) 12:39.69

唐南

女子
ｵｰﾌﾟﾝ

 9月16日 10:00 雨      22℃   91％ 東北東 1.2m/s

 9月16日 12:00 雨      23℃   91％ 南東 1.2m/s

 9月16日 14:00 曇り    23℃   83％ 東北東 3.1m/s

 9月18日  9:30 晴れ    25℃   72％ 西 0.9m/s

 9月18日 12:00 晴れ    28℃   64％ 南南東 2.9m/s

 9月18日 14:00 晴れ    30℃   53％ 北北東 1.7m/s

 9月18日 16:00 晴れ    28℃   64％ 南南西 3.4m/s

 9月24日  9:30 曇り    24℃   62％ 東北東 0.2m/s

 9月24日 12:00 曇り    23℃   79％ 東北東 0.3m/s

 9月24日 14:00 晴れ    27℃   50％ 南南東 1.0m/s

凡例（NGR:大会新記録）



 予選・準決勝・決勝記録（女子） 主　催

競技会 平成２９年度　佐賀県高等学校新人陸上競技大会 場　所

期  日 平成２９年 ９月１６日（土）・１８日（月）・２４日（日）

予
準・決

9/16 １００ｍＨ 予選 -1.4 1 15.56 田中　　碧 (2) 龍　谷 2 16.56 有吉　乃彩 (1) 佐　北 3 16.98 吉村　詩音 (1) 佐　商 4 18.52 藤木優里花 (2) 鳥　栖

(0.840m) 1組 5 19.60 谷水　実優 (2) 武　雄

予選 -0.2 1 16.06 溝上　乃愛 (2) 龍　谷 2 17.02 堤　　雛子 (2) 佐　東 3 17.69 吉村　渚紗 (2) 清　和 4 18.18 池田　愛果 (2) 佐　商

2組 5 18.26 城戸　美空 (1) 鳥　栖 6 18.79 日高　愛優 (1) 致遠館 7 18.98 松竹　玲華 (1) 唐　南

9/16 １００ｍＨ 決勝 -0.5 1 15.50 田中　　碧 (2) 龍　谷 2 16.06 溝上　乃愛 (2) 龍　谷 3 16.31 有吉　乃彩 (1) 佐　北 4 16.45 吉村　詩音 (1) 佐　商

(0.840m) 5 17.16 堤　　雛子 (2) 佐　東 6 17.72 吉村　渚紗 (2) 清　和 7 18.19 城戸　美空 (1) 鳥　栖 8 18.37 池田　愛果 (2) 佐　商

9/18 １００ｍ 予選 -2.4 1 12.80 竹内　栞里 (2) 佐　北 2 13.38 池田　愛果 (2) 佐　商 3 13.40 貞方望紀慧 (2) 伊万里 4 14.11 八谷　　成 (2) 清　明

1組 5 14.24 野田　真由 (2) 小　城 6 16.65 岡本　悠南 (2) 有　工

予選 +0.5 1 12.82 八並　華捺 (1) 龍　谷 2 13.36 藤木優里花 (2) 鳥　栖 3 13.41 中橋　高帆 (1) 弘学館 4 13.88 本田　祐歌 (2) 佐　西

2組 5 14.17 西　　美羽 (2) 清　明 6 14.63 桑俣里緒奈 (2) 致遠館

予選 -1.0 1 12.85 山田　笑実 (2) 佐　北 2 13.67 小池　奈那 (2) 小　城 3 13.73 田﨑　舞子 (2) 武　雄 4 14.34 峰　　穂果 (2) 唐　東

3組 5 14.48 貞島　鈴菜 (1) 鳥　工 6 15.53 山田　万結 (1) 早稲田

予選 -1.3 1 13.06 下村　実可 (2) 清　和 2 13.42 山口　夢乃 (1) 武　雄 3 13.69 渡邊　美空 (2) 唐　東 4 13.98 篠﨑みのり (1) 龍　谷

4組 5 14.00 城戸　美空 (1) 鳥　栖 6 15.05 松竹　玲華 (1) 唐　南

予選 -1.9 1 13.59 川﨑　舞子 (2) 弘学館 2 14.23 前田　めい (2) 唐　商 3 14.36 志賀　満帆 (2) 神　埼 4 14.37 田中　陽菜 (1) 三養基

5組 5 14.55 横町　流音 (2) 鳥　商 6 15.74 永石　千陽 (1) 伊　農

予選 -1.3 1 13.24 小林　芽生 (2) 佐　西 2 13.46 出　佳奈子 (2) 清　和 3 13.72 池田　　礼 (2) 鳥　商 4 13.78 蓑原菜々子 (2) 神　埼

6組 5 14.34 今川　美郷 (1) 三養基 6 14.49 青木　望亜 (2) 唐　商 7 15.55 海老根　優 (1) 早稲田

9/18 １００ｍ 準決勝 -0.9 1 12.53 竹内　栞里 (2) 佐　北 2 13.11 下村　実可 (2) 清　和 3 13.17 小林　芽生 (2) 佐　西 4 13.24 池田　愛果 (2) 佐　商

1組 5 13.49 山口　夢乃 (1) 武　雄 6 13.50 中橋　高帆 (1) 弘学館 7 13.71 池田　　礼 (2) 鳥　商 8 14.08 前田　めい (2) 唐　商

準決勝 +0.9 1 12.70 山田　笑実 (2) 佐　北 2 12.76 八並　華捺 (1) 龍　谷 3 13.22 川﨑　舞子 (2) 弘学館 4 13.46 藤木優里花 (2) 鳥　栖

2組 5 13.46 貞方望紀慧 (2) 伊万里 6 13.51 出　佳奈子 (2) 清　和 7 13.68 渡邊　美空 (2) 唐　東 8 13.73 小池　奈那 (2) 小　城

9/18 １００ｍ 決勝 -1.8 1 12.58 竹内　栞里 (2) 佐　北 2 12.60 八並　華捺 (1) 龍　谷 3 12.65 山田　笑実 (2) 佐　北 4 13.06 下村　実可 (2) 清　和

5 13.15 小林　芽生 (2) 佐　西 6 13.23 池田　愛果 (2) 佐　商 7 13.34 川﨑　舞子 (2) 弘学館 8 13.62 藤木優里花 (2) 鳥　栖

9/24 ２００ｍ 予選 +1.4 1 25.85 加茂　明華 (2) 佐　北 2 28.58 坂田　有美 (1) 佐　西 3 28.95 小池　奈那 (2) 小　城 4 29.63 横町　流音 (2) 鳥　商

1組 5 29.72 西　　美羽 (2) 清　明 6 31.87 山田　万結 (1) 早稲田 7 32.60 永石　千陽 (1) 伊　農

予選 +0.9 1 27.01 八並　華捺 (1) 龍　谷 2 27.49 出　佳奈子 (2) 清　和 3 28.01 貞方望紀慧 (2) 伊万里 4 28.39 谷水　実優 (2) 武　雄

2組 5 29.02 黒髪　光菜 (1) 佐　商 6 29.53 八谷　　成 (2) 清　明 7 35.62 岡本　悠南 (2) 有　工

予選 +1.1 1 26.89 山田　笑実 (2) 佐　北 2 27.00 福田　愛紗 (1) 清　和 3 28.48 北村　優花 (2) 佐　商 4 29.01 古川　朋佳 (2) 致遠館

3組 5 29.14 安武　遥夏 (1) 龍　谷 6 31.96 増田　　遥 (1) 弘学館

予選 +0.5 1 27.41 小林　芽生 (2) 佐　西 2 27.84 川﨑　舞子 (2) 弘学館 3 28.15 谷川　実咲 (1) 伊万里 4 28.22 篠﨑あかり (1) 致遠館

4組 5 28.62 池田　　礼 (2) 鳥　商 6 29.34 兵動　孝子 (2) 小　城 7 32.24 海老根　優 (1) 早稲田

佐 賀 陸 上 競 技 協 会
佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

佐 賀 県 総 合 運 動 場 陸 上 競 技 場

記録主任 小　城　典　隆

所属名順位 記 録 氏　　名 記 録 氏　　名日付 種　目 風力 順位 記 録 氏　　名 所属名 所属名 順位順位 記 録 氏　　名 所属名



 予選・準決勝・決勝記録（女子） 主　催

競技会 平成２９年度　佐賀県高等学校新人陸上競技大会 場　所

期  日 平成２９年 ９月１６日（土）・１８日（月）・２４日（日）

予
準・決

佐 賀 陸 上 競 技 協 会
佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

佐 賀 県 総 合 運 動 場 陸 上 競 技 場

記録主任 小　城　典　隆

所属名順位 記 録 氏　　名 記 録 氏　　名日付 種　目 風力 順位 記 録 氏　　名 所属名 所属名 順位順位 記 録 氏　　名 所属名

9/24 １００ｍ 予選 +0.2 1 13.32 大川なずな (2) 清　和 2 13.43 吉村　詩音 (1) 佐　商 3 13.49 相原のゆり (2) 佐　西 4 13.63 吉村　渚紗 (2) 清　和

(ｵｰﾌﾟﾝ） 1組 5 13.63 黒髪　光菜 (1) 佐　商 6 14.57 山本　奈々 (2) 神　埼 7 14.69 阿南　美紀 (1) 清　和

予選 +0.3 1 14.07 井藤　歩美 (2) 鳥　商 2 14.30 古瀬　美玲 (1) 清　和 3 14.37 樫野　未夢 (1) 佐　北 4 14.48 樋口　悠菜 (1) 佐　北

2組 5 15.25 松尾　夢季 (1) 龍　谷 6 15.26 増田　　遥 (1) 弘学館

予選 +0.9 1 13.49 松本　望愛 (1) 佐　北 2 13.76 谷水　実優 (2) 武　雄 3 13.86 末次　　都 (1) 佐　北 4 14.09 杉野　更綾 (1) 鳥　商

3組 5 14.53 日高　愛優 (1) 致遠館 6 16.01 中島明日香 (2) 弘学館

予選 +0.6 1 13.42 篠﨑あかり (1) 致遠館 2 13.45 南里　美月 (2) 佐　北 3 14.42 加峰　妃華 (1) 鳥　商 4 14.46 渕上菜々香 (1) 鳥　商

4組 5 14.97 原　美由希 (1) 清　明 6 16.29 三宮　汐里 (1) 龍　谷

予選 +0.9 1 14.13 執行　桃花 (2) 神　埼 2 14.41 田中　亜美 (1) 清　明 3 14.97 海老　彩香 (2) 弘学館 4 14.99 深水　百花 (1) 致遠館

5組 5 15.65 坂田　玲奈 (1) 清　明

9/24 ２００ｍ 準決勝 +0.1 1 25.50 加茂　明華 (2) 佐　北 2 26.78 福田　愛紗 (1) 清　和 3 27.07 小林　芽生 (2) 佐　西 4 27.30 川﨑　舞子 (2) 弘学館

1組 5 27.51 貞方望紀慧 (2) 伊万里 6 27.82 篠﨑あかり (1) 致遠館 7 27.92 池田　　礼 (2) 鳥　商 8 28.26 小池　奈那 (2) 小　城

準決勝 +0.3 1 25.78 山田　笑実 (2) 佐　北 2 26.23 八並　華捺 (1) 龍　谷 3 27.36 出　佳奈子 (2) 清　和 4 28.02 谷川　実咲 (1) 伊万里

2組 5 28.04 谷水　実優 (2) 武　雄 6 28.38 坂田　有美 (1) 佐　西

9/24 ２００ｍ 決勝 +1.0 1 25.27 加茂　明華 (2) 佐　北 2 25.51 山田　笑実 (2) 佐　北 3 25.74 八並　華捺 (1) 龍　谷 4 26.73 福田　愛紗 (1) 清　和

5 26.86 小林　芽生 (2) 佐　西 6 26.91 出　佳奈子 (2) 清　和 7 27.13 川﨑　舞子 (2) 弘学館 8 27.46 貞方望紀慧 (2) 伊万里



 予選・準決勝・決勝記録（女子） 主　催

競技会 平成２９年度　佐賀県高等学校新人陸上競技大会 場　所

期  日 平成２９年 ９月１６日（土）・１８日（月）・２４日（日）

予
準・決

9/16 １５００ｍ 予選 1  5:04.53 山下　花音 (1) 清　和 2  5:04.89 井上　優香 (2) 唐　南 3  5:05.20 笠原　奈月 (1) 白　石 4  5:07.23 有森　　愛 (2) 鹿　実

1組 5  5:07.62 塚部穂乃佳 (2) 伊万里 6  5:13.65 護山　華樹 (1) 三養基 7  5:14.48 德丸　采音 (2) 佐　西 8  5:17.57 山口　留奈 (2) 鳥　商

9  5:24.08 濵地　陽菜 (1) 鳥　栖 10  5:24.65 草場　由名 (1) 武　雄 11  5:25.19 村岡　　優 (1) 致遠館 12  5:29.69 中條　莉子 (2) 弘学館

13  5:32.42 吉田　裕悠 (2) 伊　商 14  5:33.18 西　ひなた (2) 小　城 15  5:44.08 室　　　響 (1) 佐　工 16  5:55.01 長谷川紗希 (2) 唐　東

17  6:11.70 古賀　詩乃 (2) 神　埼 18  6:54.52 篠原蘭己美 (2) 多　久

予選 1  5:14.05 山下　　藍 (1) 清　和 2  5:14.09 伊藤菜々美 (1) 早稲田 3  5:15.43 中ノ原　萌 (2) 鳥　商 4  5:20.15 山口　　桜 (1) 伊万里

2組 5  5:22.85 中嶋　まい (2) 唐　東 6  5:26.36 本多　涼花 (1) 白　石 7  5:29.34 井原　実夢 (1) 小　城 8  5:30.69 竹林明日香 (1) 三養基

9  5:39.00 渕上まひる (2) 佐　東 10  5:52.35 髙山　紋音 (2) 佐　西 11  6:00.05 前田　月野 (2) 神　埼 12  6:02.61 伊藤　　楓 (1) 龍　谷

13  6:11.09 古賀　千晴 (1) 致遠館 14  6:17.50 荒木　彩花 (2) 鳥　栖 15  6:45.24 岡　菜津海 (1) 多　久

9/16 ４００ｍ 予選 1 59.05 大川なずな (2) 清　和 2  1:00.46 樋口　夏美 (2) 佐　北 3  1:03.03 相原のゆり (2) 佐　西 4  1:03.17 渡邊　美空 (2) 唐　東

1組 5  1:07.94 谷川　実咲 (1) 伊万里 6  1:12.63 渕上菜々香 (1) 鳥　商 7  1:13.20 合屋　采香 (1) 弘学館

予選 1  1:00.51 加茂　明華 (2) 佐　北 2  1:01.17 小山　桃果 (1) 佐　商 3  1:02.73 小池　春莉 (2) 致遠館 4  1:03.60 中橋　高帆 (1) 弘学館

2組 5  1:07.94 中島　早保 (2) 唐　東 6  1:09.31 兵動　孝子 (2) 小　城

予選 1 59.67 福田　愛紗 (1) 清　和 2  1:00.92 中尾　真依 (2) 伊　商 3  1:03.03 善　玖留実 (1) 致遠館 4  1:05.48 北村　優花 (2) 佐　商

3組 5  1:05.56 杉野　更綾 (1) 鳥　商 6  1:09.55 橋本　咲歩 (1) 鳥　栖

9/16 ５０００ｍＷ 決勝 1 26:08.65 渡辺　夕奈 (2) 清　和 2 28:43.16 武藤　　実 (1) 清　和 3 32:40.78 岡本　桃華 (1) 唐　東

9/16 ４００ｍ 決勝 1 57.12 加茂　明華 (2) 佐　北 2 58.07 大川なずな (2) 清　和 3 58.69 樋口　夏美 (2) 佐　北 4 59.90 福田　愛紗 (1) 清　和

5  1:01.67 中尾　真依 (2) 伊　商 6  1:02.78 相原のゆり (2) 佐　西

9/16 １５００ｍ 決勝 1  4:43.35 山下　花音 (1) 清　和 2  4:44.32 山下　　藍 (1) 清　和 3  4:52.30 笠原　奈月 (1) 白　石 4  4:52.60 中ノ原　萌 (2) 鳥　商

5  5:03.67 塚部穂乃佳 (2) 伊万里 6  5:03.96 井上　優香 (2) 唐　南 7  5:04.86 有森　　愛 (2) 鹿　実 8  5:07.42 伊藤菜々美 (1) 早稲田

9  5:13.21 山口　　桜 (1) 伊万里 10  5:13.54 護山　華樹 (1) 三養基 11  5:21.04 德丸　采音 (2) 佐　西 12  5:21.85 山口　留奈 (2) 鳥　商

13  5:22.21 中嶋　まい (2) 唐　東 14  5:23.24 草場　由名 (1) 武　雄 15  5:23.38 本多　涼花 (1) 白　石 16  5:26.65 濵地　陽菜 (1) 鳥　栖

9/18 ８００ｍ 予選 1  2:23.12 小山　桃果 (1) 佐　商 2  2:23.31 水落　海里 (2) 鳥　栖 3  2:30.69 塚部穂乃佳 (2) 伊万里 4  2:37.74 田邊　味弓 (1) 小　城

1組 5  2:44.55 渕上まひる (2) 佐　東

予選 1  2:22.09 池田　佳奈 (1) 佐　北 2  2:36.99 橋本　咲歩 (1) 鳥　栖 3  2:38.38 本多　涼花 (1) 白　石 4  2:40.71 竹林明日香 (1) 三養基

2組 5  2:53.71 山口　　舞 (1) 伊万里 6  2:54.30 伊藤　　楓 (1) 龍　谷 7  2:55.35 比嘉　蓮菜 (2) 弘学館 8  3:05.53 相良　実菜 (1) 致遠館

予選 1  2:19.68 中尾　真依 (2) 伊　商 2  2:22.15 武冨　沙輝 (2) 清　和 3  2:31.09 護山　華樹 (1) 三養基 4  2:36.56 江口　亜李 (1) 白　石

3組 5  2:39.59 手島　　心 (1) 鳥　商 6  3:06.23 古賀　　葵 (1) 唐　西 7  3:09.58 西村　悠里 (2) 佐　西

予選 1  2:20.43 山下　花音 (1) 清　和 2  2:32.27 有森　　愛 (2) 鹿　実 3  2:38.71 井原　実夢 (1) 小　城 4  2:44.97 長谷川紗希 (2) 唐　東

4組 5  2:46.92 藤井　佳奈 (2) 佐　西 6  3:10.65 篠原蘭己美 (2) 多　久

予選 1  2:27.20 中ノ原　萌 (2) 鳥　商 2  2:34.64 岡本　桃華 (1) 唐　東 3  2:46.47 室　　　響 (1) 佐　工 4  2:48.55 井上裕生希 (1) 鹿　島

5組 5  2:57.69 石﨑　瑠奈 (1) 唐　南 6  3:41.21 樋口なぎさ (1) 神　埼

佐 賀 陸 上 競 技 協 会
佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

佐 賀 県 総 合 運 動 場 陸 上 競 技 場

記録主任 小　城　典　隆

順位 記 録 氏　　名 所属名 順位日付 種　目 記 録 氏　　名 所属名 順位 記 録 氏　　名 所属名記 録 氏　　名 所属名 順位



 予選・準決勝・決勝記録（女子） 主　催

競技会 平成２９年度　佐賀県高等学校新人陸上競技大会 場　所

期  日 平成２９年 ９月１６日（土）・１８日（月）・２４日（日）

予
準・決

佐 賀 陸 上 競 技 協 会
佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

佐 賀 県 総 合 運 動 場 陸 上 競 技 場

記録主任 小　城　典　隆

順位 記 録 氏　　名 所属名 順位日付 種　目 記 録 氏　　名 所属名 順位 記 録 氏　　名 所属名記 録 氏　　名 所属名 順位

9/18 ８００ｍ 決勝 1  2:17.61 中尾　真依 (2) 伊　商 2  2:18.49 山下　花音 (1) 清　和 3  2:20.74 池田　佳奈 (1) 佐　北 4  2:22.53 武冨　沙輝 (2) 清　和

5  2:23.91 中ノ原　萌 (2) 鳥　商 6  2:26.37 小山　桃果 (1) 佐　商 7  2:29.06 水落　海里 (2) 鳥　栖 8  2:33.01 塚部穂乃佳 (2) 伊万里

9/18 ４００ｍＨ 決勝 1  1:03.29 大川なずな (2) 清　和 2  1:04.70 樋口　夏美 (2) 佐　北 3  1:05.11 吉村　渚紗 (2) 清　和 4  1:08.58 田中　　碧 (2) 龍　谷

(0.762m) 5  1:09.62 堤　　雛子 (2) 佐　東 6  1:11.48 有吉　乃彩 (1) 佐　北 7  1:13.44 小池　彩華 (2) 鹿　島

9/24 ３０００ｍ(ｵｰﾌﾟﾝ） 決勝 1 12:11.80 杉岡　真奈 (2) 唐　南 2 12:26.06 草場美侑里 (2) 武　雄 3 12:39.69 石﨑　瑠奈 (1) 唐　南

9/24 ３０００ｍ 決勝 1 10:16.96 山口　　遥 (1) 清　和 2 10:17.01 笠原　奈月 (1) 白　石 3 10:20.10 大久保菜々 (2) 清　和 4 10:54.38 伊藤菜々美 (1) 早稲田

5 11:00.74 井上　優香 (2) 唐　南 6 11:03.93 山口　　桜 (1) 伊万里 7 11:04.71 中嶋　まい (2) 唐　東 8 11:24.07 草場　由名 (1) 武　雄

9 11:24.37 江口　亜李 (1) 白　石 10 11:36.77 福田　桃花 (1) 武　雄 11 11:58.03 吉田　裕悠 (2) 伊　商 12 12:42.07 山口　　舞 (1) 伊万里



 予選・準決勝・決勝記録（女子） 主　催

競技会 平成２９年度　佐賀県高等学校新人陸上競技大会 場　所

期  日 平成２９年 ９月１６日（土）・１８日（月）・２４日（日）

予
準・決

9/16 ４×１００ｍ 予選 1 50.13 田中　美空 (2) 龍　谷 2 52.37 光山　朋華 (2) 致遠館 3 52.88 杉山　実夢 (2) 鳥　栖 4 53.76 山本　彩加 (1) 弘学館

1組 八並　華捺 (1) 前田　　鈴 (1) 藤木優里花 (2) 川﨑　舞子 (2)

久保舞郁奈 (2) 善　玖留実 (1) 城戸　美空 (1) 海老　彩香 (2)

溝上　乃愛 (2) 篠﨑あかり (1) 犬塚　桃子 (2) 中橋　高帆 (1)

5 53.77 野田　真由 (2) 小　城

小池　奈那 (2)

鮎川　　楓 (2)

兵動　孝子 (2)

予選 1 50.05 福田　愛紗 (1) 清　和 2 50.49 池田　愛果 (2) 佐　商 3 51.74 相原のゆり (2) 佐　西 4 53.86 田﨑　舞子 (2) 武　雄

2組 下村　実可 (2) 小山　桃果 (1) 小林　芽生 (2) 山口　夢乃 (1)

出　佳奈子 (2) 吉村　詩音 (1) 本田　祐歌 (2) 谷水　実優 (2)

大川なずな (2) 光武　沙恵 (2) 坂田　有美 (1) 川﨑　日陽 (1)

5 53.87 井藤　歩美 (2) 鳥　商 6 54.11 山本　奈々 (2) 神　埼

池田　　礼 (2) 執行　桃花 (2)

杉野　更綾 (1) 志賀　満帆 (2)

横町　流音 (2) 蓑原菜々子 (2)

9/18 ４×１００ｍ 決勝 1 49.79 福田　愛紗 (1) 清　和 2 50.02 田中　美空 (2) 龍　谷 3 50.04 池田　愛果 (2) 佐　商 4 51.21 相原のゆり (2) 佐　西

下村　実可 (2) 八並　華捺 (1) 小山　桃果 (1) 小林　芽生 (2)

出　佳奈子 (2) 久保舞郁奈 (2) 吉村　詩音 (1) 本田　祐歌 (2)

大川なずな (2) 溝上　乃愛 (2) 光武　沙恵 (2) 坂田　有美 (1)

5 51.75 光山　朋華 (2) 致遠館 6 52.68 杉山　実夢 (2) 鳥　栖 7 53.51 山本　彩加 (1) 弘学館 8 53.63 野田　真由 (2) 小　城

前田　　鈴 (1) 藤木優里花 (2) 川﨑　舞子 (2) 小池　奈那 (2)

善　玖留実 (1) 城戸　美空 (1) 海老　彩香 (2) 鮎川　　楓 (2)

篠﨑あかり (1) 犬塚　桃子 (2) 中橋　高帆 (1) 兵動　孝子 (2)

9/18 ４×４００ｍ 予選 1  4:05.97 池田　佳奈 (1) 佐　北 2  4:12.67 池田　愛果 (2) 佐　商 3  4:15.43 渡邊　美空 (2) 唐　東 4  4:18.89 杉山　実夢 (2) 鳥　栖

1組 山田　笑実 (2) 小山　桃果 (1) 中島　早保 (2) 城戸　美空 (1)

松本　望愛 (1) 吉村　詩音 (1) 峰　　穂果 (2) 水落　海里 (2)

樋口　夏美 (2) 北村　優花 (2) 中嶋　まい (2) 橋本　咲歩 (1)

5  4:19.13 杉野　更綾 (1) 鳥　商 6  4:22.79 貞方望紀慧 (2) 伊万里 7  4:26.23 川﨑　舞子 (2) 弘学館 8  4:31.73 谷水　実優 (2) 武　雄

池田　　礼 (2) 谷川　実咲 (1) 中橋　高帆 (1) 田﨑　舞子 (2)

中ノ原　萌 (2) 塚部穂乃佳 (2) 比嘉　蓮菜 (2) 山口　夢乃 (1)

横町　流音 (2) 山口　　桜 (1) 中條　莉子 (2) 草場　由名 (1)

予選 1  4:00.58 福田　愛紗 (1) 清　和 2  4:08.95 前田　　鈴 (1) 致遠館 3  4:10.59 中村明日香 (2) 龍　谷 4  4:14.14 小林　芽生 (2) 佐　西

2組 出　佳奈子 (2) 善　玖留実 (1) 八並　華捺 (1) 相原のゆり (2)

吉村　渚紗 (2) 古川　朋佳 (2) 溝上　乃愛 (2) 本田　祐歌 (2)

大川なずな (2) 小池　春莉 (2) 田中　　碧 (2) 坂田　有美 (1)

5  4:25.32 井上　琴乃 (1) 三養基 6  4:30.37 小池　奈那 (2) 小　城

田中　陽菜 (1) 兵動　孝子 (2)

今川　美郷 (1) 野田　真由 (2)

護山　華樹 (1) 田邊　味弓 (1)

日付 種　目

佐 賀 陸 上 競 技 協 会
佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

佐 賀 県 総 合 運 動 場 陸 上 競 技 場

記録主任 小　城　典　隆

順位 記 録 氏　　名 所属名 順位 記 録 氏　　名 所属名 順位 記 録 氏　　名 所属名所属名 順位 記 録 氏　　名



 予選・準決勝・決勝記録（女子） 主　催

競技会 平成２９年度　佐賀県高等学校新人陸上競技大会 場　所

期  日 平成２９年 ９月１６日（土）・１８日（月）・２４日（日）

予
準・決

日付 種　目

佐 賀 陸 上 競 技 協 会
佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

佐 賀 県 総 合 運 動 場 陸 上 競 技 場

記録主任 小　城　典　隆

順位 記 録 氏　　名 所属名 順位 記 録 氏　　名 所属名 順位 記 録 氏　　名 所属名所属名 順位 記 録 氏　　名

9/24 ４×４００ｍ 決勝 1  3:54.61 福田　愛紗 (1) 清　和 2  3:59.03 樋口　夏美 (2) 佐　北 3  4:06.65 前田　　鈴 (1) 致遠館 4  4:06.67 池田　愛果 (2) 佐　商

出　佳奈子 (2) 竹内　栞里 (2) 善　玖留実 (1) 小山　桃果 (1)

吉村　渚紗 (2) 山田　笑実 (2) 古川　朋佳 (2) 吉村　詩音 (1)

大川なずな (2) 松本　望愛 (1) 小池　春莉 (2) 北村　優花 (2)

5  4:09.20 八並　華捺 (1) 龍　谷 6  4:10.13 小林　芽生 (2) 佐　西 7  4:16.21 渡邊　美空 (2) 唐　東 8  4:16.30 杉山　実夢 (2) 鳥　栖

田中　　碧 (2) 相原のゆり (2) 峰　　穂果 (2) 水落　海里 (2)

安武　遥夏 (1) 本田　祐歌 (2) 中島　早保 (2) 犬塚　桃子 (2)

溝上　乃愛 (2) 坂田　有美 (1) 中嶋　まい (2) 藤木優里花 (2)



フィールド決勝記録（女子） 主　催

競技会 平成２９年度　佐賀県高等学校新人陸上競技大会 場　所

期  日 平成２９年 ９月１６日（土）・１８日（月）・２４日（日）

予
準・決

9/16 走高跳 決勝 1 1m50 久保舞郁奈 (2) 龍　谷 2 1m50 光武　沙恵 (2) 佐　商 3 1m45 中村明日香 (2) 龍　谷 4 1m45 持田　真由 (2) 佐　西

5 1m40 梶原　妃永 (1) 東明館 6 1m25 阿南　美紀 (1) 清　和

9/16 ハンマー投 決勝 1  34m77 北島　里菜 (2) 佐　商 2  32m69 杉山　実夢 (2) 鳥　栖 3  31m85 宮﨑　芽唯 (2) 唐　南 4  29m09 岡本　芙羽 (2) 唐　商

(4.000kg) 5  24m79 青木　鈴奈 (2) 唐青翔 6  23m38 鬼頭　実里 (2) 伊　農 7  19m75 飯盛　杏理 (1) 清　和 8  11m40 山口　あい (1) 鹿　島

9  11m22 山口菜々子 (1) 鹿　島

9/16 棒高跳 決勝 1 2m70 峰　　穂果 (2) 唐　東 2 2m60 松本　紗季 (1) 小　城 3 2m40 諸岡　幸穂 (2) 唐　東 4 NM 浦川　楓未 (2) 唐　南

9/16 やり投 決勝 1  37m69 山崎　有伽 (2) 龍　谷 2  37m34 野中　杏樹 (2) 早稲田 3  34m13 堤　二知佳 (1) 鳥　栖 4  32m65 江越　由華 (2) 清　和

(0.600kg) 5  30m37 古舘　美羽 (2) 唐　東 6  28m81 鬼頭　実里 (2) 伊　農 7  26m05 菖蒲　晴菜 (2) 佐　商 8  24m60 梅崎　芹加 (2) 清　和

9  22m33 湯村　　凜 (1) 有　工 10  17m30 福川　礼乃 (1) 敬　徳 11  17m27 西島　歩美 (1) 唐　南 12  16m88 佐藤　萌奈 (1) 致遠館

13  16m85 樋口　佳奈 (2) 多　久 14  16m76 川浪　瑠花 (1) 致遠館 15  16m24 今泉　千優 (1) 佐　西 16  15m88 加峰　妃華 (1) 鳥　商

17  15m50 福地　果歩 (2) 佐　西

9/18 走幅跳 決勝 1   5m28 月岡　真珠 (1) 佐　北 2   5m24 下尾　　渚 (2) 唐　南 3   5m20 田中　美空 (2) 龍　谷 4   5m19 中村　美結 (1) 清　和

+1.0 *F4+2.2 +2.0 +0.6 

5   4m90 小松茉依子 (2) 東明館 6   4m77 大江　優未 (2) 清　和 7   4m67 山口　夢乃 (1) 武　雄 8   4m66 山﨑　瑞季 (1) 佐　北

*F6+2.2 ﾅｼ +2.1 +2.0 +1.8 

9   4m36 諸岡　幸穂 (2) 唐　東 10   4m32 冨永　佳那 (1) 嬉　野 11   4m16 浦川　楓未 (2) 唐　南 12   4m02 鮎川　　楓 (2) 小　城

+2.0 +0.9 *F2+2.4 *F2+2.4 

13   4m02 田中　陽菜 (1) 三養基 14   4m00 井藤　歩美 (2) 鳥　商 15   3m97 黒木　愛結 (2) 神　埼 16   3m96 織田　一穂 (2) 神　埼

+0.8 -0.4 +1.6 *F3+2.3 

17   3m62 鳥谷　愛夢 (1) 嬉　野

+0.7 

9/18 円盤投 決勝 1  30m43 山口　凜花 (2) 清　和 2  28m77 谷　眞智子 (1) 伊万里 3  27m43 代居　知華 (2) 牛　津 4  25m66 古舘　美羽 (2) 唐　東

(1.000kg) 5  25m32 樋渡　遥香 (2) 小　城 6  23m14 犬塚菜奈子 (1) 伊万里 7  23m12 中山　琴美 (2) 唐　南 8  22m89 阿津坂愛美 (1) 清　和

9  20m57 北島　里菜 (2) 佐　商 10  20m29 香月　七海 (2) 杵　商 11  19m89 宮島　史帆 (2) 小　城 12  19m77 堤　二知佳 (1) 鳥　栖

13  17m98 西島　歩美 (1) 唐　南 14  13m87 河島　萌絵 (2) 致遠館

9/24 砲丸投(4.000kg) 決勝 1   9m62 山口　凜花 (2) 清　和 2   9m60 阿津坂愛美 (1) 清　和 3   9m09 代居　知華 (2) 牛　津 4   8m78 谷　眞智子 (1) 伊万里

5   8m18 犬塚菜奈子 (1) 伊万里 6   7m98 杉山　実夢 (2) 鳥　栖 7   7m88 伊藤　莉那 (1) 唐青翔 8   7m57 今泉　千優 (1) 佐　西

9   7m29 樋渡　遥香 (2) 小　城 10   7m29 宮﨑　芽唯 (2) 唐　南 11   7m10 中山　琴美 (2) 唐　南 12   6m85 志岐亜寿佳 (2) 高志館

13   6m31 織田　一穂 (2) 神　埼 14   5m72 山口菜々子 (1) 鹿　島 15   5m61 樋口　佳奈 (2) 多　久 16   4m97 青木　鈴奈 (2) 唐青翔

記 録 氏　　名 所属名記 録 氏　　名 所属名 順位記 録 氏　　名 所属名 順位日付 種　目

佐 賀 陸 上 競 技 協 会
佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

佐 賀 県 総 合 運 動 場 陸 上 競 技 場

記録主任 小　城　典　隆

順位 記 録 氏　　名 所属名 順位



フィールド決勝記録（女子） 主　催

競技会 平成２９年度　佐賀県高等学校新人陸上競技大会 場　所

期  日 平成２９年 ９月１６日（土）・１８日（月）・２４日（日）

予
準・決

記 録 氏　　名 所属名記 録 氏　　名 所属名 順位記 録 氏　　名 所属名 順位日付 種　目

佐 賀 陸 上 競 技 協 会
佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

佐 賀 県 総 合 運 動 場 陸 上 競 技 場

記録主任 小　城　典　隆

順位 記 録 氏　　名 所属名 順位

9/24 三段跳 決勝 1  11m20 田中　美空 (2) 龍　谷 2  10m97 月岡　真珠 (1) 佐　北 3  10m68 溝上　乃愛 (2) 龍　谷 4  10m43 下尾　　渚 (2) 唐　南

NGR-0.3 NGR-0.3 NGR-0.7 NGR+0.8 

5  10m29 前田　　鈴 (1) 致遠館 6  10m26 梅崎　芹加 (2) 清　和 7   9m58 山﨑　瑞季 (1) 佐　北 8   9m48 冨永　佳那 (1) 嬉　野

NGR-0.3 NGR-0.9 +1.2 +0.8 

9   9m40 田﨑　舞子 (2) 武　雄 10   8m78 鮎川　　楓 (2) 小　城

+0.5 +0.2 



　

記録主任

総　　務

審 判 長

佐　賀 陸 上 競 技 協 会 　北村　　健

　丸尾野　仁之

主 催 者 名

佐賀県 高等学校体育連 　小城　典隆
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