
 予選・準決勝・決勝記録（女子） 主　催

競技会 令和元年度　第５２回佐賀県高等学校新人陸上競技大会 場　所

期  日 令和元年 ９月１４日（土）～１６日（月）

予
準・決

9/14 100mH 予選 -1.5 1 15.70 草野　千穂 (1) 致遠館 2 17.10 國﨑　　愛 (2) 早稲田 3 17.30 中島　花音 (1) 鹿　島 4 17.51 山﨑麻理香 (2) 清　和

1組 5 18.03 川﨑　麗乃 (2) 佐　北 6 19.92 中村　心寧 (2) 神　埼 7 21.99 田中　聖奈 (2) 鳥　栖

予選 -0.8 1 16.21 富永　真樹 (1) 致遠館 2 16.53 貝野きらり (1) 佐　北 3 18.97 酒井あまね (1) 鹿　島 4 19.33 平山　和子 (2) 佐　東

2組 5 19.88 林田　　泉 (1) 武　雄

9/14 100mH 決勝 -1.6 1 15.45 草野　千穂 (1) 致遠館 2 15.99 富永　真樹 (1) 致遠館 3 16.32 貝野きらり (1) 佐　北 4 17.19 國﨑　　愛 (2) 早稲田

5 17.57 川﨑　麗乃 (2) 佐　北 6 17.58 中島　花音 (1) 鹿　島 7 17.66 山﨑麻理香 (2) 清　和 8 19.53 酒井あまね (1) 鹿　島

9/15 100m 予選 -1.0 1 12.25 永石　小雪 (1) 佐　北 2 13.39 黒田　　希 (2) 佐　商 3 13.69 大川内七奈 (1) 伊　実 4 14.28 大曲野々花 (2) 白　石

1組 5 15.02 丸尾　朝美 (1) 敬　徳 6 15.81 伊藤さくら (2) 弘学館

予選 +0.6 1 12.53 原口　舞衣 (2) 佐　北 2 13.43 杉本菜乃華 (1) 清　和 3 13.67 南　　舞花 (2) 鳥　商 4 13.73 内田真納子 (1) 唐　東

2組 5 14.07 津上由希乃 (2) 伊万里 6 14.10 龍　侑希奈 (1) 弘学館

予選 +0.8 1 12.68 梶原　光姫 (1) 清　和 2 13.36 松本真由子 (2) 佐　西 3 13.64 稲田　寧々 (1) 鳥　商 4 14.39 平山　和子 (2) 佐　東

3組 5 14.53 坂本　麻樹 (1) 早稲田 6 15.47 松尾　和奏 (1) 小　城

予選 +1.0 1 12.98 草野　千穂 (1) 致遠館 2 13.24 永松　希星 (1) 龍　谷 3 13.47 吉岡　日向 (1) 佐　商 4 13.51 西山　明世 (1) 鳥　栖

4組 5 14.08 工藤奈津美 (2) 鳥　工 6 14.37 北脇　樹璃 (2) 佐　東

予選 -0.2 1 13.07 横尾　百音 (1) 鳥　栖 2 13.48 富永　真樹 (1) 致遠館 3 13.94 神尾　莉乃 (2) 神　埼 4 14.75 山口　美雨 (1) 鹿　島

5組 5 14.83 木下　美咲 (1) 白　石 6 15.27 松枝　莉子 (1) 三養基

予選 +0.7 1 12.98 下平　美桜 (1) 龍　谷 2 13.14 峰松　　翠 (2) 鹿　島 3 13.57 大坪　由佳 (1) 三養基 4 14.10 稲富　章代 (2) 鳥　工

6組 5 14.41 野中　実歩 (1) 神　埼 6 14.73 林田　　泉 (1) 武　雄

9/15 100m 準決勝 +3.3 1 12.13 原口　舞衣 (2) 佐　北 2 12.40 梶原　光姫 (1) 清　和 3 13.04 峰松　　翠 (2) 鹿　島 4 13.19 黒田　　希 (2) 佐　商

1組 5 13.45 大坪　由佳 (1) 三養基 6 13.56 西山　明世 (1) 鳥　栖

準決勝 +1.3 1 12.12 永石　小雪 (1) 佐　北 2 12.83 横尾　百音 (1) 鳥　栖 3 12.91 下平　美桜 (1) 龍　谷 4 13.09 草野　千穂 (1) 致遠館

2組 5 13.35 松本真由子 (2) 佐　西 6 13.38 杉本菜乃華 (1) 清　和 7 13.48 吉岡　日向 (1) 佐　商 8 13.50 稲田　寧々 (1) 鳥　商

9/15 100m 決勝 +0.7 1 12.00 永石　小雪 (1) 佐　北 2 12.14 原口　舞衣 (2) 佐　北 3 12.65 梶原　光姫 (1) 清　和 4 12.87 横尾　百音 (1) 鳥　栖

5 13.04 下平　美桜 (1) 龍　谷 6 13.17 峰松　　翠 (2) 鹿　島 7 13.23 草野　千穂 (1) 致遠館 8 13.28 黒田　　希 (2) 佐　商

9/16 200m 予選 +2.8 1 26.87 梶原　光姫 (1) 清　和 2 27.30 原　　愛惠 (2) 佐　北 3 27.96 永松　希星 (1) 龍　谷 4 28.06 稲田　寧々 (1) 鳥　商

1組 5 29.51 龍　侑希奈 (1) 弘学館 6 29.79 戸石川奈津 (2) 伊万里

予選 +2.4 1 25.74 前山　夏希 (2) 清　和 2 27.56 下平　美桜 (1) 龍　谷 3 28.56 中島　花音 (1) 鹿　島 4 28.81 前田　怜楽 (2) 佐　商

2組 5 29.27 石丸　美結 (1) 唐　東 6 30.86 坂本　麻樹 (1) 早稲田

予選 +2.3 1 26.54 森田　彩楠 (2) 佐　北 2 26.92 國﨑　　愛 (2) 早稲田 3 28.08 大川内七奈 (1) 伊　実 4 28.20 南　　舞花 (2) 鳥　商

3組 5 28.82 山田実乃梨 (2) 鳥　栖 6 29.43 工藤奈津美 (2) 鳥　工 7 30.27 北脇　樹璃 (2) 佐　東

予選 +4.4 1 26.90 横尾　百音 (1) 鳥　栖 2 27.48 角田　　光 (2) 佐　商 3 28.67 力武　舞衣 (2) 武　雄 4 28.91 津上由希乃 (2) 伊万里

4組 5 29.15 小田　瑞葵 (1) 佐　西 6 29.24 太田　真鈴 (1) 唐　東 7 29.55 大曲野々花 (2) 白　石

所属名氏　　名順位 記 録順位 記 録 氏　　名 所属名 氏　　名 所属名 順位 記 録 氏　　名 記 録

佐 賀 陸 上 競 技 協 会
佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

鹿島市蟻尾山運動公園陸上競技場

記録主任 小　城　典　隆

日付 種　目 風力 所属名 順位



 予選・準決勝・決勝記録（女子） 主　催

競技会 令和元年度　第５２回佐賀県高等学校新人陸上競技大会 場　所

期  日 令和元年 ９月１４日（土）～１６日（月）

予
準・決

所属名氏　　名順位 記 録順位 記 録 氏　　名 所属名 氏　　名 所属名 順位 記 録 氏　　名 記 録

佐 賀 陸 上 競 技 協 会
佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

鹿島市蟻尾山運動公園陸上競技場

記録主任 小　城　典　隆

日付 種　目 風力 所属名 順位

9/16 200m 準決勝 +4.7 1 26.35 森田　彩楠 (2) 佐　北 2 26.46 梶原　光姫 (1) 清　和 3 26.67 角田　　光 (2) 佐　商 4 27.07 下平　美桜 (1) 龍　谷

1組 5 27.83 南　　舞花 (2) 鳥　商 6 27.84 大川内七奈 (1) 伊　実 7 28.50 山田実乃梨 (2) 鳥　栖 8 28.51 中島　花音 (1) 鹿　島

準決勝 +3.6 1 26.04 前山　夏希 (2) 清　和 2 26.54 横尾　百音 (1) 鳥　栖 3 26.74 國﨑　　愛 (2) 早稲田 4 26.98 原　　愛惠 (2) 佐　北

2組 5 27.78 永松　希星 (1) 龍　谷 6 27.81 稲田　寧々 (1) 鳥　商 7 28.31 力武　舞衣 (2) 武　雄 8 28.72 前田　怜楽 (2) 佐　商

9/16 200m 決勝 +2.6 1 25.36 前山　夏希 (2) 清　和 2 26.02 横尾　百音 (1) 鳥　栖 3 26.23 森田　彩楠 (2) 佐　北 4 26.57 梶原　光姫 (1) 清　和

5 26.84 國﨑　　愛 (2) 早稲田 6 26.98 角田　　光 (2) 佐　商 7 27.06 原　　愛惠 (2) 佐　北 8 27.36 下平　美桜 (1) 龍　谷

9/16 100m(ｵｰﾌﾟﾝ) 予選 +2.9 1 13.01 白水　莉子 (1) 佐　北 2 13.05 原　　愛惠 (2) 佐　北 3 13.13 朝永　樹里 (1) 佐　北 4 13.43 錦織真衣子 (2) 佐　商

1組 4 13.43 深町さくら (2) 佐　商 6 13.73 大家菜々香 (1) 致遠館

予選 +3.3 1 13.42 本田　紀歌 (1) 佐　西 2 13.53 辻　　彩乃 (1) 龍　谷 3 13.55 江頭　柚葉 (1) 佐　西 4 13.63 古舘ゆらら (1) 致遠館

2組 5 13.64 一ノ瀬　凛 (2) 鹿　島 6 13.80 堤　　萌絵 (2) 鹿　島

予選 +3.4 1 13.31 麻生　那月 (1) 佐　北 2 13.34 中島　璃子 (1) 佐　西 3 13.66 正林　叶夢 (1) 致遠館 4 14.02 工藤晴衣路 (2) 鳥　商

3組 5 14.19 川崎　優衣 (2) 鹿　島 6 14.32 白谷　　舞 (1) 佐　東 7 15.04 田中　聖奈 (2) 鳥　栖

予選 +3.2 1 13.90 小田　瑞葵 (1) 佐　西 2 14.10 山﨑　希美 (1) 龍　谷 3 14.33 溝添　瑠華 (2) 鳥　栖 4 14.49 白戸　桜花 (2) 佐　商

4組 5 14.78 楢崎　優衣 (1) 唐　商

予選5組 +3.4 1 13.89 杉森日花里 (1) 佐　西 2 14.91 重松　柚花 (2) 清　明 3 14.94 中島　あみ (1) 佐　商 4 15.68 二本木伊織 (1) 弘学館

予選 +2.7 1 13.76 佐藤みなみ (1) 佐　商 2 13.88 鷲崎　未姫 (2) 佐　北 3 14.14 本村　麻衣 (1) 佐　西 4 14.27 久保山梨花 (2) 清　明

6組 5 14.76 黒田　望来 (1) 鳥　商 6 16.19 森田　朱音 (1) 弘学館

9/16 100m 決勝 1 13.01 白水　莉子 (1) 佐　北 2 13.05 原　　愛惠 (2) 佐　北 3 13.13 朝永　樹里 (1) 佐　北 4 13.31 麻生　那月 (1) 佐　北

まとめ 5 13.34 中島　璃子 (1) 佐　西 6 13.42 本田　紀歌 (1) 佐　西 7 13.43 錦織真衣子 (2) 佐　商 7 13.43 深町さくら (2) 佐　商

9 13.53 辻　　彩乃 (1) 龍　谷 10 13.55 江頭　柚葉 (1) 佐　西 11 13.63 古舘ゆらら (1) 致遠館 12 13.64 一ノ瀬　凛 (2) 鹿　島

13 13.66 正林　叶夢 (1) 致遠館 14 13.73 大家菜々香 (1) 致遠館 15 13.76 佐藤みなみ (1) 佐　商 16 13.80 堤　　萌絵 (2) 鹿　島

17 13.88 鷲崎　未姫 (2) 佐　北 18 13.89 杉森日花里 (1) 佐　西 19 13.90 小田　瑞葵 (1) 佐　西 20 14.02 工藤晴衣路 (2) 鳥　商

21 14.10 山﨑　希美 (1) 龍　谷 22 14.14 本村　麻衣 (1) 佐　西 23 14.19 川崎　優衣 (2) 鹿　島 24 14.27 久保山梨花 (2) 清　明

25 14.32 白谷　　舞 (1) 佐　東 26 14.33 溝添　瑠華 (2) 鳥　栖 27 14.49 白戸　桜花 (2) 佐　商 28 14.76 黒田　望来 (1) 鳥　商

29 14.78 楢崎　優衣 (1) 唐　商 30 14.91 重松　柚花 (2) 清　明 31 14.94 中島　あみ (1) 佐　商 32 15.04 田中　聖奈 (2) 鳥　栖

33 15.68 二本木伊織 (1) 弘学館 34 16.19 森田　朱音 (1) 弘学館



 予選・準決勝・決勝記録（女子） 主　催

競技会 令和元年度　第５２回佐賀県高等学校新人陸上競技大会 場　所

期  日 令和元年 ９月１４日（土）～１６日（月）

予
準・決

9/14 1500m 予選 1  5:06.67 小松　夕夏 (1) 唐　東 2  5:07.20 山口　咲栄 (1) 白　石 3  5:07.44 志賀美乃里 (1) 鳥　栖 4  5:14.17 古賀　陽花 (1) 清　和

1組 5  5:16.97 德田　美海 (2) 清　明 6  5:21.37 太田　莉子 (1) 鹿　島 7  5:23.71 松永　リオ (2) 佐　北 8  5:33.72 田中　愛深 (2) 武　雄

9  5:35.85 中村　文音 (1) 唐　南 10  5:38.35 天野　裕子 (2) 鳥　商 11  5:40.91 髙山　響香 (2) 佐　西 12  5:52.39 田中　亜実 (1) 多　久

13  6:03.65 竹下璃理子 (2) 弘学館 14  6:10.48 諸岡　優奈 (1) 致遠館 15  6:29.80 岩渕　美和 (1) 牛　津

予選 1  5:07.54 松浦　亜依 (2) 白　石 2  5:08.68 田中　愛夢 (2) 清　和 3  5:12.31 宮園かりん (2) 鹿　島 4  5:13.26 山戸　緑子 (2) 伊万里

2組 5  5:13.77 田中　　春 (2) 武　雄 6  5:13.98 樋口　空来 (1) 佐　北 7  5:21.58 水﨑　はな (2) 三養基 8  5:28.21 井手理沙子 (1) 鳥　栖

9  5:30.93 加茂　美範 (1) 唐　東 10  5:40.06 富樫　彩乃 (2) 佐　西 11  5:53.73 山口　　凜 (1) 致遠館 12  5:56.13 三根かな子 (2) 唐　西

13  6:16.43 坂本　夕奈 (1) 唐　南 14  6:50.54 中島史瑞帆 (2) 弘学館

9/14 400m 予選 1  1:01.24 稲田　亜衣 (2) 佐　北 2  1:03.13 用貝　光穂 (1) 佐　西 3  1:03.17 山下　真央 (2) 白　石 4  1:07.41 戸石川奈津 (2) 伊万里

1組 5  1:09.51 白戸　桜花 (2) 佐　商 6  1:09.86 石井　美凪 (2) 弘学館

予選 1  1:01.10 永田　彩七 (2) 清　和 2  1:02.55 錦織真衣子 (2) 佐　商 3  1:04.93 力武　舞衣 (2) 武　雄 4  1:05.83 池田悠香子 (2) 伊万里

2組 5  1:07.27 緒方　もも (1) 白　石 6  1:08.82 工藤晴衣路 (2) 鳥　商

予選 1 59.65 前山　夏希 (2) 清　和 2  1:04.21 古川　あみ (2) 佐　北 3  1:05.11 高橋　美帆 (1) 早稲田 4  1:05.56 德永　真優 (1) 致遠館

3組 5  1:06.30 山田実乃梨 (2) 鳥　栖 6  1:13.86 藤井　若菜 (2) 龍　谷

予選4組 1  1:02.31 出島愛友里 (2) 唐　東 2  1:03.73 平山　彩花 (2) 伊　実 3  1:05.04 岡本　琉伽 (2) 三養基 4  1:16.01 黒田　望来 (1) 鳥　商

9/14 5000mW 決勝 1 28:49.62 野口ののか (1) 伊　実 2 29:23.30 古川　智那 (2) 清　和 3 30:37.57 谷口　莉蘭 (2) 清　和 4 34:08.55 園田　瑞妃 (2) 唐　南

9/14 3000m(ｵｰﾌﾟﾝ) 決勝 1 10:20.47 笠原　奈月 (3) 白　石 2 10:43.79 平島　ゆゆ (1) 白　石 3 10:57.94 山崎　若葉 (1) 鹿　島 4 11:32.78 川良　彩音 (2) 鹿　島

5 11:49.25 小松　花渚 (1) 武　雄 6 11:49.55 太田　　凛 (1) 鹿　島 7 12:10.39 杉野　更綾 (3) 鳥　商 8 12:10.58 宮川　泉穂 (1) 鹿　島

9 12:15.13 川﨑　亮佳 (1) 鹿　島 10 12:21.93 伊勢馬場友那 (2) 鹿　島 11 12:26.15 手島　　心 (3) 鳥　商 12 13:42.23 髙山　響香 (2) 佐　西

9/14 400m 決勝 1 57.86 前山　夏希 (2) 清　和 2 59.85 永田　彩七 (2) 清　和 3  1:00.33 稲田　亜衣 (2) 佐　北 4  1:03.09 用貝　光穂 (1) 佐　西

5  1:03.15 錦織真衣子 (2) 佐　商 6  1:03.79 平山　彩花 (2) 伊　実

9/14 1500m 決勝 1  4:36.42 小松　夕夏 (1) 唐　東 2  4:37.47 山口　咲栄 (1) 白　石 3  4:38.25 松浦　亜依 (2) 白　石 4  4:48.50 田中　愛夢 (2) 清　和

5  5:02.72 田中　　春 (2) 武　雄 6  5:06.14 古賀　陽花 (1) 清　和 7  5:14.34 宮園かりん (2) 鹿　島 8  5:18.36 山戸　緑子 (2) 伊万里

9  5:20.25 太田　莉子 (1) 鹿　島 10  5:21.48 樋口　空来 (1) 佐　北 11  5:22.42 德田　美海 (2) 清　明 12  5:22.76 井手理沙子 (1) 鳥　栖

13  5:26.87 水﨑　はな (2) 三養基 14  5:28.74 松永　リオ (2) 佐　北 15  5:33.32 加茂　美範 (1) 唐　東

9/15 800m 予選 1  2:35.68 中島　春花 (2) 多　久 2  2:36.80 平山　彩花 (2) 伊　実 3  2:40.61 徳田　奈美 (2) 唐　商 4  2:42.01 富樫　彩乃 (2) 佐　西

1組 5  2:53.38 居石　彩花 (2) 敬　徳

予選 1  2:30.67 山下　真央 (2) 白　石 2  2:32.36 古川　侑奈 (1) 小　城 3  2:32.41 高橋　美帆 (1) 早稲田 4  2:38.03 熊川ななみ (1) 敬　徳

2組 5  2:39.29 鹿江　陽菜 (1) 致遠館 6  3:34.74 江口　舞花 (2) 神　埼

予選 1  2:31.07 西野　天葉 (2) 清　和 2  2:35.25 小嶋　杏佳 (1) 武　雄 3  2:36.98 德田　美海 (2) 清　明 4  2:54.10 坂本　夕奈 (1) 唐　南

3組 5  3:01.77 直塚　里英 (2) 佐　西

予選 1  2:40.89 志賀美乃里 (1) 鳥　栖 2  2:41.22 山戸　緑子 (2) 伊万里 3  2:47.21 三根かな子 (2) 唐　西 4  2:47.22 手島　凜子 (1) 弘学館

4組 5  3:12.31 岩渕　美和 (1) 牛　津

予選 1  2:31.10 岡本　琉伽 (2) 三養基 2  2:33.26 古賀　陽花 (1) 清　和 3  2:34.08 津田　陽向 (1) 高志館 4  2:41.31 椎葉　莉穂 (1) 鳥　栖

5組 5  2:47.11 西出　琳湖 (2) 弘学館 6  2:49.40 前川　妃奈 (1) 唐　商

予選6組 1  2:40.68 川﨑　沙耶 (2) 鹿　島 2  2:41.62 佐藤みなみ (1) 佐　商 3  2:43.62 池田悠香子 (2) 伊万里 4  2:43.87 尊田　桜未 (1) 三養基

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 所属名 順位

佐 賀 陸 上 競 技 協 会
佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

鹿島市蟻尾山運動公園陸上競技場

記録主任 小　城　典　隆

順位 記 録 氏　　名



 予選・準決勝・決勝記録（女子） 主　催

競技会 令和元年度　第５２回佐賀県高等学校新人陸上競技大会 場　所

期  日 令和元年 ９月１４日（土）～１６日（月）

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 所属名 順位

佐 賀 陸 上 競 技 協 会
佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

鹿島市蟻尾山運動公園陸上競技場

記録主任 小　城　典　隆

順位 記 録 氏　　名

9/15 400mH 予選1組 1  1:11.36 辻　　玲奈 (2) 清　和 2  1:11.69 川崎　優衣 (2) 鹿　島 3  1:16.30 貝野きらり (1) 佐　北 4  1:16.96 中島　あみ (1) 佐　商

予選 1  1:10.72 永田　彩七 (2) 清　和 2  1:11.93 堤　　萌絵 (2) 鹿　島 3  1:12.88 川﨑　麗乃 (2) 佐　北 4  1:13.14 深町さくら (2) 佐　商

2組 5  1:21.02 原賀　　舞 (1) 伊万里 6  1:24.16 木下　美咲 (1) 白　石

9/15 800m 準決勝 1  2:24.10 山下　真央 (2) 白　石 2  2:25.75 古賀　陽花 (1) 清　和 3  2:30.30 川﨑　沙耶 (2) 鹿　島 4  2:35.51 高橋　美帆 (1) 早稲田

1組 5  2:36.00 小嶋　杏佳 (1) 武　雄 6  2:37.69 中島　春花 (2) 多　久 7  2:40.33 熊川ななみ (1) 敬　徳 8  2:48.31 佐藤みなみ (1) 佐　商

準決勝 1  2:24.66 西野　天葉 (2) 清　和 2  2:26.16 志賀美乃里 (1) 鳥　栖 3  2:26.96 岡本　琉伽 (2) 三養基 4  2:27.44 平山　彩花 (2) 伊　実

2組 5  2:31.94 津田　陽向 (1) 高志館 6  2:35.95 德田　美海 (2) 清　明 7  2:36.81 山戸　緑子 (2) 伊万里

9/15 400mH 決勝 1  1:07.01 永田　彩七 (2) 清　和 2  1:08.22 堤　　萌絵 (2) 鹿　島 3  1:08.43 辻　　玲奈 (2) 清　和 4  1:09.98 川崎　優衣 (2) 鹿　島

5  1:10.18 貝野きらり (1) 佐　北 6  1:11.70 深町さくら (2) 佐　商 7  1:12.47 川﨑　麗乃 (2) 佐　北 8  1:17.35 中島　あみ (1) 佐　商

9/16 3000m 決勝 1  9:58.84 山口　咲栄 (1) 白　石 2 10:20.95 田中　愛夢 (2) 清　和 3 10:28.13 筒井　心桜 (2) 白　石 4 10:51.29 堤　　麻尋 (2) 清　和

5 10:56.14 田中　　春 (2) 武　雄 6 11:00.38 長畑　有香 (2) 唐　東 7 11:06.60 宮園かりん (2) 鹿　島 8 11:26.00 太田　莉子 (1) 鹿　島

9 11:47.59 松永　リオ (2) 佐　北 10 11:48.04 樋口　空来 (1) 佐　北 11 11:52.13 坂本明日香 (2) 武　雄 12 11:55.61 中村　文音 (1) 唐　南

13 12:23.43 天野　裕子 (2) 鳥　商 14 12:40.80 林　　幹奈 (1) 唐　東 15 12:48.86 園田　瑞妃 (2) 唐　南 16 13:23.65 中原　寿理 (2) 鳥　栖

17 13:43.95 諸藤　　幸 (2) 鳥　栖

9/16 800m 決勝 1  2:18.42 山下　真央 (2) 白　石 2  2:20.59 西野　天葉 (2) 清　和 3  2:23.84 岡本　琉伽 (2) 三養基 4  2:23.94 川﨑　沙耶 (2) 鹿　島

5  2:26.35 古賀　陽花 (1) 清　和 6  2:26.66 平山　彩花 (2) 伊　実 7  2:28.43 志賀美乃里 (1) 鳥　栖 8  2:33.08 津田　陽向 (1) 高志館



 予選・準決勝・決勝記録（女子） 主　催

競技会 令和元年度　第５２回佐賀県高等学校新人陸上競技大会 場　所

期  日 令和元年 ９月１４日（土）～１６日（月）

予
準・決

9/14 ４×１００ｍ 予選 1 48.50 原口　舞衣 (2) 佐　北 2 52.23 西山　明世 (1) 鳥　栖 3 52.68 堤　　萌絵 (2) 鹿　島 4 55.21 大坪　由佳 (1) 三養基

1組 永石　小雪 (1) 横尾　百音 (1) 峰松　　翠 (2) 原田　菜月 (2)

森田　彩楠 (2) 山田実乃梨 (2) 川崎　優衣 (2) 松枝　莉子 (1)

原　　愛惠 (2) 溝添　瑠華 (2) 一ノ瀬　凛 (2) 中尾　心香 (1)

5 59.28 二本木伊織 (1) 弘学館

森田　朱音 (1)

伊藤さくら (2)

龍　侑希奈 (1)

予選 1 49.82 庄司　千華 (1) 清　和 2 51.73 山﨑　希美 (1) 龍　谷 3 51.94 中島　璃子 (1) 佐　西

2組 前山　夏希 (2) 永松　希星 (1) 松本真由子 (2)

永田　彩七 (2) 辻　　彩乃 (1) 本田　紀歌 (1)

梶原　光姫 (1) 下平　美桜 (1) 江頭　柚葉 (1)

予選 1 51.84 錦織真衣子 (2) 佐　商 2 52.22 大家菜々香 (1) 致遠館 3 54.47 稲田　寧々 (1) 鳥　商

3組 角田　　光 (2) 草野　千穂 (1) 南　　舞花 (2)

黒田　　希 (2) 古舘ゆらら (1) 工藤晴衣路 (2)

吉岡　日向 (1) 正林　叶夢 (1) 黒田　望来 (1)

9/15 ４×１００ｍ 決勝 1 48.40 原口　舞衣 (2) 佐　北 2 49.33 庄司　千華 (1) 清　和 3 50.70 錦織真衣子 (2) 佐　商 4 51.16 大家菜々香 (1) 致遠館

永石　小雪 (1) 前山　夏希 (2) 角田　　光 (2) 草野　千穂 (1)

森田　彩楠 (2) 永田　彩七 (2) 黒田　　希 (2) 古舘ゆらら (1)

原　　愛惠 (2) 梶原　光姫 (1) 吉岡　日向 (1) 富永　真樹 (1)

5 51.58 山﨑　希美 (1) 龍　谷 6 51.94 中島　璃子 (1) 佐　西 7 52.75 西山　明世 (1) 鳥　栖 8 52.98 堤　　萌絵 (2) 鹿　島

永松　希星 (1) 松本真由子 (2) 横尾　百音 (1) 峰松　　翠 (2)

辻　　彩乃 (1) 本田　紀歌 (1) 山田実乃梨 (2) 川崎　優衣 (2)

下平　美桜 (1) 江頭　柚葉 (1) 溝添　瑠華 (2) 一ノ瀬　凛 (2)

9/15 ４×４００ｍ 予選 1  4:15.05 梶原　光姫 (1) 清　和 2  4:16.52 深町さくら (2) 佐　商 3  4:21.62 峰松　　翠 (2) 鹿　島 4  4:21.63 松本真由子 (2) 佐　西

1組 永田　彩七 (2) 角田　　光 (2) 堤　　萌絵 (2) 用貝　光穂 (1)

中村　美文 (1) 錦織真衣子 (2) 川崎　優衣 (2) 江頭　柚葉 (1)

前山　夏希 (2) 吉岡　日向 (1) 中島　花音 (1) 本田　紀歌 (1)

5  4:28.98 池田悠香子 (2) 伊万里 6  4:33.95 力武　舞衣 (2) 武　雄 7  4:39.35 永松　希星 (1) 龍　谷

津上由希乃 (2) 田中　　春 (2) 辻　　彩乃 (1)

松永佳楠子 (2) 小嶋　杏佳 (1) 下平　美桜 (1)

戸石川奈津 (2) 坂本明日香 (2) 藤井　若菜 (2)

予選 1  4:08.93 朝永　樹里 (1) 佐　北 2  4:19.01 石丸　美結 (1) 唐　東 3  4:27.97 原田　菜月 (2) 三養基 4  4:34.58 南　　舞花 (2) 鳥　商

2組 森田　彩楠 (2) 出島愛友里 (2) 岡本　琉伽 (2) 工藤晴衣路 (2)

谷口　ゆい (1) 太田　真鈴 (1) 中尾　心香 (1) 天野　裕子 (2)

稲田　亜衣 (2) 長畑　有香 (2) 水﨑　はな (2) 稲田　寧々 (1)

5  4:38.73 石井　美凪 (2) 弘学館

西出　琳湖 (2)

手島　凜子 (1)

竹下璃理子 (2)

氏　　名 所属名所属名 順位 記 録 氏　　名日付 種　目

佐 賀 陸 上 競 技 協 会
佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

鹿島市蟻尾山運動公園陸上競技場

記録主任 小　城　典　隆

氏　　名 所属名順位 記 録 順位 記 録順位 記 録 氏　　名 所属名



 予選・準決勝・決勝記録（女子） 主　催

競技会 令和元年度　第５２回佐賀県高等学校新人陸上競技大会 場　所

期  日 令和元年 ９月１４日（土）～１６日（月）

予
準・決

氏　　名 所属名所属名 順位 記 録 氏　　名日付 種　目

佐 賀 陸 上 競 技 協 会
佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

鹿島市蟻尾山運動公園陸上競技場

記録主任 小　城　典　隆

氏　　名 所属名順位 記 録 順位 記 録順位 記 録 氏　　名 所属名

9/16 ４×４００ｍ 決勝 1  4:00.22 原口　舞衣 (2) 佐　北 2  4:04.09 辻　　玲奈 (2) 清　和 3  4:13.86 深町さくら (2) 佐　商 4  4:20.59 峰松　　翠 (2) 鹿　島

稲田　亜衣 (2) 永田　彩七 (2) 角田　　光 (2) 中島　花音 (1)

森田　彩楠 (2) 中村　美文 (1) 錦織真衣子 (2) 堤　　萌絵 (2)

永石　小雪 (1) 前山　夏希 (2) 吉岡　日向 (1) 川﨑　沙耶 (2)

5  4:21.65 本田　紀歌 (1) 佐　西 6  4:22.72 出島愛友里 (2) 唐　東 7  4:27.50 池田悠香子 (2) 伊万里

用貝　光穂 (1) 長畑　有香 (2) 津上由希乃 (2)

江頭　柚葉 (1) 太田　真鈴 (1) 原賀　　舞 (1)

松本真由子 (2) 内田真納子 (1) 戸石川奈津 (2)



フィールド決勝記録（女子） 主　催

競技会 令和元年度　第５２回佐賀県高等学校新人陸上競技大会 場　所

期  日 令和元年 ９月１４日（土）～１６日（月）

予
準・決

9/7 ハンマー投 決勝 1  40m42 藤野　愛奈 (2) 佐　商 2  27m70 久原ひなた (1) 武　雄 3  25m97 吉田　愛里 (2) 鳥　工 4  21m97 小松　杏子 (2) 清　和

(4.000kg) 5  21m64 油布　明梨 (2) 佐　商 6  20m15 谷口　　舞 (1) 佐女子 7  17m75 小杉　亜実 (2) 敬　徳 8  15m72 下田じゅな (1) 清　和

9/14 走高跳 決勝 1 1m45 廣瀬　優芽 (1) 致遠館 2 1m40 一ノ瀬　凛 (2) 鹿　島 3 1m40 原田　菜月 (2) 三養基 4 1m35 本田　紀歌 (1) 佐　西

5 1m25 田中　寿実 (2) 清　和 6 NM 新井　玲愛 (2) 清　和

9/14 やり投 決勝 1  40m73 山本　千夏 (2) 有　工 2  34m54 小杉　亜実 (2) 敬　徳 3  33m89 小柳　鈴華 (2) 武　雄 4  31m62 森　　若菜 (2) 龍　谷

(0.600kg) 5  29m64 下田じゅな (1) 清　和 6  28m12 中尾　心香 (1) 三養基 7  26m64 西田　梨来 (2) 敬　徳 8  23m87 中村　風香 (2) 佐　商

9  21m10 池上　伊奈 (1) 龍　谷 10  18m99 松枝　莉子 (1) 三養基 11  18m75 稲富　章代 (2) 鳥　工 12  17m73 古舘ゆらら (1) 致遠館

13  17m36 太田　真鈴 (1) 唐　東 14  17m32 荒木弥李奈 (1) 佐　商 15  15m53 田代　麗華 (1) 清　和 16  14m34 本村　麻衣 (1) 佐　西

17  12m90 中島　璃子 (1) 佐　西

9/14 棒高跳 決勝 1 2m30 久保山梨花 (2) 清　明 2 2m20 土師　想菜 (2) 小　城

9/15 走幅跳 決勝 1   5m24 山口　眞白 (2) 佐　北 2   5m22 大家菜々香 (1) 致遠館 3   5m02 庄司　千華 (1) 清　和 4   4m99 峰松　　翠 (2) 鹿　島

+1.1 +2.2 +0.2 +2.4 

5   4m98 野北亜友美 (2) 清　和 6   4m79 吉住　香乃 (2) 唐　南 7   4m40 永石　遥夏 (2) 有　工 8   4m37 牛島優美佳 (1) 佐　西

+0.2 +1.1 +2.1 +2.2 

9   4m33 古川　あみ (2) 佐　北 10   4m32 松尾　優愛 (1) 佐　商 11   4m24 神尾　莉乃 (2) 神　埼 12   4m16 辻　　彩乃 (1) 龍　谷

+1.4 +0.4 +0.7 +1.0 

13   4m12 山口　美雨 (1) 鹿　島 14   4m04 永渕　夏帆 (2) 佐　農 15   3m95 大坪　由佳 (1) 三養基 16   3m93 杉森日花里 (1) 佐　西

+0.6 +1.3 +1.2 -0.1 

17   3m38 松尾　和奏 (1) 小　城

+0.5 

9/15 円盤投 決勝 1  33m69 草場　環緒 (2) 武　雄 2  30m35 谷　咲智子 (1) 敬　徳 3  30m09 黒川　愛恵 (2) 伊　実 4  27m35 中村　風香 (2) 佐　商

(1.000kg) 5  26m78 山口　　澪 (2) 清　和 6  24m15 藤井　あき (2) 白　石 7  23m72 谷口　　舞 (1) 佐女子 8  23m50 貞方　佳恵 (1) 伊万里

9  22m11 白濵　愛那 (2) 白　石 10  22m02 小松　杏子 (2) 清　和 11  21m87 脇内　彩夏 (2) 鳥　商 12  19m39 渕上　奈緒 (1) 伊　実

13  17m40 百武　美波 (1) 牛　津

9/16 砲丸投 決勝 1  10m37 久原ひなた (1) 武　雄 2  10m34 草場　環緒 (2) 武　雄 3   8m61 谷　咲智子 (1) 敬　徳 4   8m59 山口　　澪 (2) 清　和

(4.000kg) 5   8m24 森　　若菜 (2) 龍　谷 6   8m20 藤野　愛奈 (2) 佐　商 7   7m40 吉田　愛里 (2) 鳥　工 8   7m22 中村　心寧 (2) 神　埼

9   6m81 藤井　あき (2) 白　石 10   6m63 田代　麗華 (1) 清　和 11   6m11 白濵　愛那 (2) 白　石 12   5m87 渕上　奈緒 (1) 伊　実

13   5m65 百武　美波 (1) 牛　津

9/16 三段跳 決勝 1  10m68 山口　眞白 (2) 佐　北 2   9m88 庄司　千華 (1) 清　和 3   9m58 小川さやか (2) 龍　谷 4   9m53 松尾　優愛 (1) 佐　商

+3.3 +3.6 +2.2 +2.4 

佐 賀 陸 上 競 技 協 会
佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

鹿島市蟻尾山運動公園陸上競技場

記録主任 小　城　典　隆
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