
【表彰の部】 2019年6月10日

部　　　名 月 日 大会・競技会名 種目・部門 成　績 ＨＲＮＯ 氏　　　名 備考

男子団体 3206 小畑 大樹

女子団体 3124 高祖 侑希

男子個人６６ｋｇ級 3114 田中 龍馬

男子個人８１ｋｇ級 3206 小畑 大樹

男子個人９０ｋｇ級 3116 寺戸 将大

男子個人１００ｋｇ級 2102 岩本 敬太

女子個人４８ｋｇ級 3132 田中 華

女子個人６３ｋｇ級 1223 鹿 歩夏

女子個人７０ｋｇ級 3127 古賀 理帆

女子個人７８ｋｇ超級 1433 橋口 茉央

男子団体 3602 井手 龍希

女子団体 3237 山田 美羽

男子フルーレ個人 2107 品川 聖也

男子エペ個人 2304 岸川 拓夢

男子サーブル個人 3602 井手 龍希

女子フルーレ個人 3237 山田 美羽

女子エペ個人 3237 山田 美羽

女子サーブル個人 3237 山田 美羽

3435 増田 心透子

3333 藤田 妃奈子

5 11 佐賀県陸上競技選手権大会 女子ハンマー投(※大会新） １位 2235 藤野 愛奈 九州選手権 8/23(鹿児島県)

男子２００ｍ 3311 早田 駿斗

女子ハンマー投（※大会新） 2235 藤野 愛奈

男子やり投 2213 宮原 力丸

女子１００ｍ背泳ぎ 2326

女子２００ｍ背泳ぎ 2326

女子４００ｍ自由形 ３位 2237 宮﨑 彩子

女子８００ｍ自由形 ２位 2237 宮﨑 彩子

男子２００ｍ平泳ぎ ３位 3309 居石 錬成

男子５０ｍ平泳ぎ 3309 居石 錬成

男子１００ｍ平泳ぎ 3309 居石 錬成

男子２００ｍ平泳ぎ 3309 居石 錬成

男子２００ｍ背泳ぎ 3303 小國 徹也

女子５０ｍ背泳ぎ 2326

女子１００ｍ背泳ぎ 2326

女子２００ｍ背泳ぎ 2326

女子５０ｍ平泳ぎ 2237 宮﨑 彩子

女子５０ｍ自由形 1523 古賀 美咲

女子１００ｍ平泳ぎ 1639 吉村 文伽

男子４００ｍメドレーリレー 3115 筒井 大翔

女子４００ｍメドレーリレー 3131 末永 紗也佳

団体競技　速度の部 ３位 3620 石丸 舞幸

団体競技　技能の部 優勝 3518 秋田 響花

個人競技　技能の部 優勝 3525 田中 綾

団体競技　技能の部 優勝 3518 秋田 響花

個人競技　技能の部 優勝 3525 田中 綾

3223 古賀 愛唯

2537 山田 妃奈乃

団体競技 優勝 3223 古賀 愛唯

個人競技　総合 3223 古賀 愛唯

個人競技　伝票算 1536 宮本 育実

個人競技　応用計算 3223 古賀 愛唯

個人競技　読上暗算 1536 宮本 育実

個人競技　読上算 1536 宮本 育実

団体競技 優勝 3120 今村 妃美

個人競技　総合 3120 今村 妃美

個人競技　伝票算 3437 森 彩乃

個人競技　応用計算 3120 今村 妃美

個人競技　読上算 3120 今村 妃美

ラジオドキュメント部門 最優秀 3319 江口 彩花

創作テレビドラマ部門 最優秀 3623 上戸 理菜

九州総体 6/15～(佐賀県)
全国総体

フェンシング部 6 1
佐賀県高等学校総合体育大会

フェンシング競技
１位

九州総体 7/5～(大分県）
全国総体 7/26～(鹿児島県)

柔道部 6 1
佐賀県高等学校総合体育大会

柔道競技
優勝

九州総体 6/14（宮崎県）
全国総体 8/ 1(宮崎県)

陸上競技部
6 3

佐賀県高等学校総合体育大会
陸上競技

優勝 北部九州大会 6/13～16（諫早）

女子テニス部 6 1
第57回佐賀県高等学校総合体育大会

テニス競技
女子団体 優勝

6 1
佐賀県高等学校総合体育大会

水泳競技
優勝 九州大会 7/12（鹿児島県）

水泳部

5 26 西日本年齢別選手権水泳大会

優勝

九州大会 7/24(鹿児島県）
全国大会  8/ 7(名古屋市)

計算事務部

5 19 第81回佐賀県珠算競技大会 団体競技 優勝 九州大会　8/19(熊本県）

6

OAI部

4 21 第44回西九州高等学校ワープロ選手権大会

6 8 佐賀県高等学校ワープロ競技大会

放送メディア部 6 9 第６６回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト佐賀県大会

8 佐賀県高等学校珠算競技大会

九州大会 7/23(長崎県）
全国大会 8/ 1(宮城県）

優勝

6 8 佐賀県高等学校電卓競技大会
優勝
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【紹介の部】
部　　　名 月 日 大会・競技会名 種目・部門 成　績 ＨＲＮＯ 氏　　　名 備考

男子個人７３ｋｇ級 ２位 3201 岩瀬 勝斗 九州総体

男子個人６６ｋｇ級 ３位 2104 江口 翼

男子個人１００ｋｇ級 ３位 1306 笹田 晶丈

女子個人５７ｋｇ級 ２位 3124 高祖 侑希 九州総体

女子個人５２ｋｇ級 ３位 2421 浦川 真実

女子個人６３ｋｇ級 ３位 2133 野口 愛佳

２位 2304 岸川 拓夢

３位 3602 井手 龍希

４位 2113 福山 聖人

２位 2107 品川 聖也

３位 3602 井手 龍希

２位 2304 岸川 拓夢

３位 2107 品川 聖也

４位 2113 福山 聖人

２位 2120 魚永 幸希

４位 2338 山田 伊織

女子エペ個人 ３位 2120 魚永 幸希

２位 2120 魚永 幸希

４位 1533 前田 紗江

3232 福田 藍美

2238 山﨑 侑莉

3440 吉田 梨乃

3228 園田 茉奈

女子シングルス ３位 1139 武藤 ひまり

3232 福田 藍美

1139 武藤 ひまり

女子ハンマー投げ 1位 2235 藤野 愛奈

女子１００ｍH 1位 3138 吉村 詩音

3 女子ハンマー投(※大会新） 1位 2235 藤野 愛奈

4 男子２００ｍ 1位 3311 早田 駿斗

男子ハンマー投げ ２位 3619

女子１００ｍH ２位 3138 吉村 詩音

男子２００ｍ ３位 3311 早田 駿斗

女子４×１００ｍリレー ３位

25 男子ハンマー投 ２位 3619

31 男子４００ｍ ３位 3311 早田 駿斗

6 3 女子２００ｍ ３位 3128 小山 桃果

1 女子４×１００ｍリレー ３位

3 女子総合 ３位

4 21
第73回小城観桜大会兼

第64回全九州バレーボール総合選手権大会
団体 ２位

6 2
第57回佐賀県高等学校総合体育大会

バレーボール競技
団体 ２位 九州総体 6/14～16(宮崎県）

女子個人　シングルス ２位 3219 江頭 亜美
九州総体 6/21～23(熊本県)

全国総体 8/15～20(鹿児島県)

男子団体 ３位

女子団体 ３位

個人競技　技能の部 ４位 3528 中川 五月

個人競技　技能の部 ５位 3518 秋田 響花

個人競技　聞き取り入力の部 ４位 3526 長尾 朱悠

個人競技（１・２年生）　速度の部 ３位 2640 矢川 桃子

個人競技（1・2年生）　技能の部 優勝 2519 古賀 さくら

団体競技　速度の部 ２位

3224 小松 美琴

3620 石丸 舞幸

3526 長尾 朱悠

3540 山田 遥花

3528 中川 五月

3518 秋田 響花

6 8 佐賀県高等学校珠算競技大会 個人競技　伝票算 ２位 3223 古賀 愛唯

3437 森 彩乃

2218 雨郡 凜佳

3326 式町 綾夏

3318 今泉 沙有希

2218 雨郡 凜佳

3318 今泉 沙有希

３位 3326 式町 綾夏

3437 森 彩乃

3318 今泉 沙有希

３位 2218 雨郡 凜佳

２位 3326 式町 綾夏

３位 3318 今泉 沙有希

優良賞 3631 堤 有以

奨励賞 3530 中島 瑠美

3319 江口 彩花

3520 江上 美優

3629 田口 叶萌

九州総体・全国総体

男子エペ個人

男子サーブル個人

女子フルーレ個人

女子サーブル個人

柔道部 6 1 佐賀県高等学校総合体育大会　柔道競技

フェンシング部 6 1 佐賀県高等学校総合体育大会　フェンシング競技

男子フルーレ個人

ダブルス ３位

6 3 第57回佐賀県高等学校総合体育大会　テニス競技

女子テニス部

4 21 第47回佐賀県高等学校テニス選手権大会

ダブルス ３位

九州選手権 8/23(鹿児島県)

12
３１３８吉村・３１２８小山・３６２５黒髪・２１３１錦織

5

佐賀県高等学校総合体育大会　陸上競技 北部九州大会　6/13～16（諫早）

6
２１３１錦織・３１３８吉村・３６２５黒髪・３１２８小山

九州大会　6/14（宮崎県）
女子ダブルス 準優勝

4 14 唐津陸上競技記録会

5

国見台陸上競技選手権大会

個人競技　速度の部

２位

男子バレーボール部

卓球部 6 2 佐賀県高等総合体育大会　卓球競技

11

佐賀県陸上競技選手権大会
陸上競技部

8 佐賀県高等学校電卓競技大会

OAI部

4 21 第44回西九州高等学校ワープロ選手権大会

6 8 佐賀県高等学校ワープロ競技大会

アナウンス部門 奨励賞

放送メディア部 6 9 第６６回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト佐賀県大会

朗読部門

個人競技　総合

２位

３位

個人競技　伝票算
２位

個人競技　応用計算
２位

個人競技　読上算

九州大会３位

個人競技　技能の部 ３位

計算事務部 九州大会・全国大会
6


