
競技
氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属 得点

成年男子Ｂ スキージャイアントスラローム 岡田　利修 １位 8.0

スキージャイアントスラローム 湯本　浩美 ３位 6.0

クロスカントリー 野尻　あずさ ５位 4.0

８００ｍ 陣内　綾子 佐賀大学 １位 8.0

走高跳 松藤　未央 大和養護学校 ３位 5.5

少年男子Ａ２００ｍバタフライ 前田　浩史 舟木　孝治 5位 4.0

少年女子Ｂ ４００ｍ自由形 野中　瑞姫 阿世賀　紀光 １位 8.0

富崎　優也

伊藤　潤

西岡 　昌洋

浦山　喬晴
ライトウェルター級 川内　将嗣 専修大学 １位 8.0

ウェルター級 吉永　幸晴 (有)マイカー工房 ５位 2.5

ミドル級 高島　祐作 大東文化大学 ５位 2.5

末廣　美佳

倉知　あゆか

中嶋　亜弓

池尻　麻希

龍　咲貴子

森  翔太

木原　正憲

田原　丈嗣

石井　勝也

田口　康太

岡原　好亮

田端　由華
小野田 ゆず葉

松井　未央子

新宮　紗由美

中島　有紀
フリー　　５５ｋｇ級 内村　勇太 １位 8.0

フリー　　７４ｋｇ級 武富　　隆 ３位 5.5

フリー　　８４ｋｇ級 森岡　桂也 ５位 2.5

グレコ　１２０ｋｇ級 西木　　亨 鳥栖工業高校 ３位 5.5

成年男子 シングルハンター級 渡辺　真吾 ６位 3.0

重　由美子

吉田　亜紀 松山　和興 （財）佐賀県体育協会

シーホッパー級スモールリグ 川副　温子 同志社大学 坂本　常藏 佐賀県ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ ８位 1.0

少年男子 シーホッパー級スモールリグ 野村　一真 唐津西高校 稲葉　伸理 稲葉土地家屋調査事務所 ５位 4.0

シーホッパー級スモールリグ 鬼塚弥那美 唐津西高校 辰本　卓 嘉瀬川ダム工事事務所 ２位 7.0

川副　陽子
小野　亜理沙

56㎏級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 千代田宏志 有田工業高校 ４位 5.0

105㎏級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ ７位 2.0

105㎏級ｽﾅｯﾁ ８位 1.0

松野　雅崇

中畠　嘉之

藤山　岳士

村上　直樹

植木　宏和

村上　秀行

高山　昇太

佐久間俊輔

鶴田　裕喜

泉原　弘典

阪　　昭博

谷川　一寿

18.0
成年女子A

第６１回国民体育大会入賞者一覧

競　技　名 種　別 種　目
選　　　　　　　手 監　　　　　　　督

順位 得点

スキー 天山リゾート
松永　茂

権藤　結城
ＮＴＴドコモ九州

共立開発

13.5

水泳 佐賀学園高校 佐賀学園高校 12.0

龍谷高校 1位

陸上競技 成年女子 池田　明廣 唐津工業高校

テニス 少年男子 龍谷高校 新開　武 24.0 24.0

ボート 少年男子 ダブルスカル 唐津東高校 田中　幸樹 唐津西高校 ５位 12.0 12.0

ボクシング 成年男子 山口　正一 （財）佐賀県体育協会 13.0

体操競技

少年女子 競　技

鳥栖高校

少年男子 新体操 神埼清明高校 中山　智浩

６位 9.0

64.0

田代中学校

神埼清明高校 ３位

龍　富貴夫 鳥栖高校

鹿島実業高校 21.5

30.0

少年女子 新体操 佐賀女子高校 光岡　三佐子 佐賀女子高校 ４位 25.0

レスリング 少年男子
鹿島実業高校

小柴　健二

48.0

成年女子
セーリングスピリッツ級 ４位 15.0

少年女子
ＦＪ級 唐津東高校 ３位 18.0

ウエイト
リフティング

成年男子 平尾　俊輔 美光瑞園会天心園

セーリング

県ヨットハーバー

樋口　和真 福岡大学

ハンドボール 成年男子 ㈱トヨタ紡織九州

8.0

元島　邦彦 ㈱トヨタ紡織九州 ４位 25.0 25.0



競技
氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属 得点

自転車 少年男子 エリミネイション 藤野　貴章 龍谷高校 江田　弘 龍谷高校 ７位 ２，０ 2.0

小野　真喜 早稲田大学

山下ひかる 東京女子体育大学

栗　由紀 佐賀女子短期大学

前田　恵美 医療法人祐人会吉田病院

南方　悠希

一ノ瀬綾子

丸嵜　将史 佐賀大学

石橋　信二 佐賀県漁業共済組合

山口　文男 神埼郵便局

５０ｍＰ６０Ｍ ４位 5.0

５０ｍＫ２０Ｍ ８位 1.0

ＣＰ６０Ｍ １位 8.0

ＣＰ３０Ｍ ４位 5.0

ＢＲＳ４０Ｗ ４位 5.0

ＢＲＴ６０Ｗ ４位 5.0

１０ｍＳ２０ＪＭ 森永　英二 佐賀東高校 ３位 6.0

ＢＲＳ６０ＪＭ 宮副　一誠 小城高校 ５位 4.0

西　夏奈 龍谷高校

三根　千香 白石高校

江口美紗葵 佐賀商業高校

木下　春菜 龍谷高校

橋本　恵 三養基高校

尾形　和俊 ㈱ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ九州

尾崎　晃一 ㈱東京電力

秋丸　直俊 佐賀広域消防局

南里　隆盛 多久高校

尾崎　真人 佐賀工業高校

中村　勇馬 多久高校

少年男子 ﾌﾗｯﾄｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ 牟田口　亮太 神埼中学校 ６位 3.0

ﾌﾗｯﾄｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ500m ８位 1.0

ﾌﾗｯﾄｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ200m ６位 3.0

浅野　真弓

吉丸　まき子

馬場　可那子 日本体育大学
美野田　晃大 高志館高校

徳永　雅之
井手　翔太郎

吉永　弘幸

織田　静 厳木高校
東川　映巳厘

小部　恵理子

加勢田　真美 厳木高校

山口　宏華
小形　紗衣香

勝山　綾香

個人マスターズ 久保　信行 鹿島土木事務所 ６位 3.0

岡野　晃士 （株）ホンダ唐津

鈴江　応規 健康クラブ薬局

山本　智史 佐賀中部農林事務所

久保　信行 鹿島土木事務所

　競　技　得　点 点

○天皇杯順位：３２位 ○皇后杯順位：２６位

監　　　　　　　督
順位 得点競　技　名 種　別 種　目

選　　　　　　　手

６位 15.0ソフトテニス 成年女子 鶴田　良二 白石郵便局 15.0

九州産業大学

弓道 成年男子 近的 江口　浩正 川副町役場 ６位 9.0 9.0

ライフル射撃

成年男子

礒部　直樹 (財)佐賀県体育協会

成年女子 村岡 理沙 明治大学

少年男子

龍谷高校 ５位

39.0

三宮　規史 佐賀県警察本部
長田　由香 佐賀中部農林事務所

剣道 少年女子 西村　隆義

㈲佐賀資源開発 ４位 15.0

30.0山岳

成年男子 クライミング 飯盛　裕

４位 15.0

12.5 12.5

少年男子 クライミング 樋口　義朗 佐賀工業高校

カヌー 斉藤　博章 神埼市教育委員会 7.0
少年女子 菊田　枝里 神埼高校

野口　利雄 野口エンジニアリング

少年女子 田中　伸周 厳木高校

アーチェリー

成年女子
（株）佐電工

５位 12.0

39.0
少年男子 打越　大輔 厳木高校 ５位 12.0

厳木高校

なぎなた 少年女子 試合競技 佐賀東高校

3.0

４位 15.0高志館高校

木原　美和 佐賀東高校 ２位

439.5

21.0 21.0

ボウリング 成年男子 廣川　陽三 ㈲多久環境整備センター 6.0
団体 ８位
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