
 

 

学年別大会（第２学年）
令和３年１２月２６日 旭学園体育館
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山下 勝勲（唐津南）1

藤瀬 裕真（唐津商）2

竹友 勇斗（唐津西）3

中 山 颯（唐津工）4

下村 聡蔵（佐賀西）5

中島 大樹（小城高）6

猪野 光太郎（武雄高）7

畦間 大道（三養基）8

野口 史仁（清明高）9

田島 和弥（佐賀北）10

黒田 蒼空（唐津工）11

中野 瑠己（小城高）12

宮田 祐人（佐賀東）13

有光 遥翔（佐賀工）14

松 岡 蓮（龍谷高）15

江口 颯泰（三養基）16

大富 雄生（鳥栖高）17

早田 圭汰（唐津西）18

池尻 教大（三養基）19

内田 柊士（小城高）20

園 田 光（佐賀北）21

本田 悠智（佐賀西）22

石松 優弥（鳥栖高）23

松尾 泰希（佐賀工）24

荒木 海聖（清明高）25

野﨑 聖凪（唐津工）26

林 航 輝（武雄高）27

畠田 大輝（唐津西）28

三ヶ島 勝太（嬉野高）29

江崎 瑛斗（唐津工）30

多田 颯乙（唐津工）31

深 海 友（唐津東）32

笠原 新太郎（唐津商）33

八谷 太啓（三養基）34

坂本 和輝（佐賀工）35

姉川 怜生（唐津南）36

水﨑 一聖（清明高）37

宮﨑 大和（青翔高）38

宮本 卓也（唐津工）39

福田 紳平（佐賀工）40

片山 晴斗（武雄高）41

西田 智貴（三養基）42

宗 竜 也（唐津東）43

河野 遼汰（鳥栖高）44

北島 敦貴（唐津工）45

吉副 洸仁（三養基）46

小方 滉士（唐津商）47

江口 晃輝（佐賀工）48

川口 瑛睦（龍谷高）49

谷 川 輝（小城高）50

三浦 真翔（佐賀北）51

神田 健登（唐津西）52

坂井 勇司（佐賀東）53

植松 泰地（武雄高）54

稲葉 優心（唐津西）55

無津呂 太誠（小城高）56

川浪 優弥（佐賀工）57

渡邊 裕翔（唐津商）58

青木 春樹（唐津工）59

寺﨑 優希（佐賀西）60

谷川 晴大（鳥栖高）61

古川 奨真（嬉野高）62

淵脇 駿介（唐津工）63

髙本 泰地（三養基）64

原田 結斗（佐賀工）65

松本 健伸（武雄高）66

原田 泉幸（佐賀北）67

野田 恭助（清明高）68

石井 皓大（唐津東）69

山口 颯斗（小城高）70

澤田 文哉（唐津工）71

決勝戦
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池田 賢飛（佐賀工）72

筒井 勝斗（嬉野高）73

浜本 倫太郎（唐津西）74

佐保 恵太（龍谷高）75

天野 絢斗（唐津工）76

小田 魁晟（武雄高）77

江頭 昌汰（佐賀北）78

手 塚 響（小城高）79

向田 琉太（三養基）80

中尾 幸太（小城高）81

小島 詩音（唐津商）82

射場 遼太郎（鳥栖高）83

河内 晴飛（唐津工）84

壇 白 嶺（清明高）85

井 上 魁（佐賀工）86

松岡 宗汰（佐賀北）87

古賀 陽向（三養基）88

松 本 羚（佐賀東）89

大場 勇次（唐津南）90

坂口 俊介（唐津工）91

山口 晴正（佐賀工）92

古田 恭平（青翔高）93

阿 部 翔（唐津西）94

古賀 陽人（佐賀北）95

岩﨑 直路（武雄高）96

宮野 旦琉（三養基）97

木村 一太（鳥栖高）98

野﨑 太尊（唐津商）99

牟田 和史（三養基）100

熊 本 康（唐津西）101

栗山 公佑（小城高）102

坂田 優心（佐賀西）103

瀬戸 颯太（唐津工）104

濵里 享矢（唐津東）105

別府 慶士郎（佐賀工）106

古 賀 葵（清明高）107

髙園 大斗（佐賀西）108

織田 将摩（嬉野高）109

古賀 千翔（三養基）110

松本 征那（武雄高）111

梅野 結太（鳥栖高）112

菅 原 陸（小城高）113

石丸 竜聖（佐賀工）114

佐久間 優大（唐津工）115

堤 葵（龍谷高）116

武藤 大地（佐賀北）117

石 井 彰（三養基）118

阿 部 聖（唐津西）119

中尾 莉久（唐津東）120

山田 雄也（佐賀工）121

落 合 巧（唐津工）122

川口 議貴（唐津商）123

田島 智也（清明高）124

山田 凌夢（小城高）125

西澤 琥楠（佐賀工）126

南川 順哉（嬉野高）127

吉原 幸央（唐津西）128

川浪 悠太郎（武雄高）129

篠原 陸真（三養基）130

田中 勇輝（唐津工）131

隈本 天志（佐賀東）132

岩尾 優汰（佐賀北）133

北島 智騎（清明高）134

松髙 泰誠（佐賀西）135

田中 智也（佐賀工）136

堤 匠 平（唐津工）137

古賀 凌太（清明高）138

伊本 璃希（小城高）139

平田 春道（唐津工）140

川添 快正（唐津東）141

宗田 大和（唐津商）142

井之前 勇真（唐津南）143
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永渕 妃香（佐女高）1

川原 野乃（武雄高）2

江見侑乃佳（佐賀西）3

荒木 麗奈（嬉野高）4

諸熊 彩華（唐津西）5

中 村 楓（佐賀東）6

山﨑 和佳（唐津東）7

原田 紗也佳（龍谷高）8

廣重 日菜子（小城高）9

脇山 梨心（唐津商）10

角田 美帆（佐賀北）11

武藤 朱音（清和高）12

山 﨑 杏（小城高）13

峯川 友那（武雄高）14

玉 利 光 希（佐賀西）15

渡部 嘉菜（唐津西）16

江口 愛恵（三養基）17

岸川 法佳（鳥栖高）18

末次 真美（唐津東）19

西村 颯奈（清明高）20

岩本 涼花（唐津南）21

副島 七海（小城高）22

川副 綾子（佐賀北）23

末次 楓花（龍谷高）24

栗山 愛奈（三養基）25

北川 みずき（武雄高）26

福 田 恵 子（佐賀西）27

宮 﨑 凜（唐津西）28

本田 七菜（鳥栖高）29

原口 乃愛（清明高）30

中山 奏響（唐津商）31

八田 聖菜（佐女高）32

内嶋 倭香菜（三養基）33

山口 莉奈（佐賀東）34

古賀 陽代里（鳥栖高）35

平尾 歩美（唐津西）36

平川 楓乃（武雄高）37

森 絢 香（青翔高）38

小峰 恵里花（唐津東）39

智田 侑華（唐津商）40

米倉 翔子（龍谷高）41

平 居 彩 夏（佐賀西）42

楢﨑 杏南（唐津南）43

決勝戦
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古賀 まな美（小城高）44

小渕 彩恵（三養基）45

小柳 文乃（龍谷高）46

立花 咲愛（唐津商）47

山領 恵麻（鳥栖高）48

庄野 華奈（佐賀北）49

石田 輝来良（青翔高）50

宮地 咲季（佐賀工）51

岩 永 藍（武雄高）52

熊川 彩夏（唐津東）53

青木 沙絵（佐賀東）54

向井 舞里奈（清明高）55

執行 遥奈（佐賀東）56

陣 内 香 瑠（佐賀西）57

片 山 葵（唐津南）58

濵井 瑠菜（唐津商）59

平藤 叶楽（唐津西）60

竹本 さくら（三養基）61

山﨑 詩織（武雄高）62

井本 りま（唐津東）63

下村 彩花（佐女高）64

尾﨑 来夢（佐女高）65

長尾 優実（佐賀北）66

青木 香乃（唐津西）67

水元 里咲（唐津東）68

筒井 彩羽（小城高）69

荒 武 凛（武雄高）70

松本 琴美（唐津商）71

筒井 瑠和（龍谷高）72

坂 井 結 子（佐賀西）73

阿部 桃菜（鳥栖高）74

諌 山 咲（龍谷高）75

池田 歩未（唐津東）76

吉田 美優（唐津西）77

中村 涼桜（唐津商）78

藤田 結衣（佐賀北）79

吉田 芽生（鳥栖高）80

津村咲貴子（佐賀西）81

永原 京依（清明高）82

田中 初彩（佐賀東）83

副島 果歩（三養基）84

辻 彩 七（唐津南）85


