
１．団体の部                                                                                                        　　                   
性別 成績 学　校　名 地区 性別 成績 学　校　名 地区

水泳競技 男子 ３位 西福岡 福岡 体操競技 男子 ３位 花尾 北九
卓球 男子 ２位 中間東 筑豊 柔道 男子 優勝 田主丸 筑後

女子 ２位 中間東 筑豊 男子 ２位 曽根 北九
剣道 女子 ２位 須恵 筑前 女子 優勝 敬愛 北九

女子 ３位 玄洋 福岡 女子 ２位 田主丸 筑後
バレーボール 男子 ３位 中央 北九州 ハンドボール 女子 ３位 粕屋 筑前
バスケットボール 男子 優勝 西福岡 福岡 空手道 形 男子 優勝 原 福岡

女子 優勝 折尾 北九 男子 ３位 若松 北九
ソフトテニス 男子 優勝 吉富 京築 女子 ２位 玄洋 福岡
バドミントン 女子 優勝 九国大付属 北九 組手 男子 優勝 原 福岡
テニス 男子 優勝 折尾愛真 北九 女子 優勝 玄洋 福岡

男子 ２位 筑陽学園 筑前 駅伝 男子 優勝 城南 福岡
女子 ３位 曽根 北九

２．個人の部                                                                                                        　　                   
性別 成績 氏　　　　名 学校名 性別 成績 氏　　　　名 学校名

１年　１００ｍ 男子 優勝 桃﨑　優平 西陵 女子 ２位 福島　香織 志免
男子 ２位 久保田　大輝 思永 女子 優勝 真栄城　蒼 信愛

２年　１００ｍ 男子 ３位 川島　俊平 泉 男子 優勝 木下　椋登 新宮
３年　１００ｍ 男子 優勝 南山　義輝 二島 女子 優勝 川渕　穂乃花 那珂川南

共通２００ｍ 男子 ３位 原　孝一 高宮 女子 ２位 伴　美祈 江南
共通８００ｍ 男子 ３位 藤上　凌太 粕屋東 男子 ３位 木下　椋登 新宮
１年　１５００ｍ 男子 優勝 島﨑　昇汰 前原 女子 優勝 越川　由紀 福岡城南

２年　１５００ｍ 男子 ２位 藤上　凌太 粕屋東 女子 優勝 越川　由紀 福岡城南

３年　１５００ｍ 男子 優勝 香山　稜 曽根 女子 ２位 松村　咲良 花畑
男子 ３位 大保　海士 新宮 男子 ２位 神代　直輝 羽犬塚

共通　３０００ｍ 男子 ２位 大保　海士 新宮 女子 優勝 藤﨑　聖香 早良
低学年　100mＨ 男子 ３位 永松　大弥 湯川 女子 ２位 熊本　佳奈 宮竹
共通　110mＨ 男子 ２位 林　弘人 百道 男子 ３位 長濱　大世 原
低学年4×100ｍR 男子 ２位 大木中学校 筑後 女子 優勝 熊本　佳奈 宮竹

男子 ３位 飯塚第三中学校 筑豊 女子 ２位 藤﨑　聖香 早良
共通4×１００ｍR 男子 優勝 香椎第２中学校 福岡 女子 優勝 神坂　詩音 筑陽学園

共通走り高跳び 男子 優勝 野田　直輝 明星 女子 ２位 石原　愛美 白光
男子 ３位 大石　譲 泉 女子 ２位 鶴久　ゆきな 牟田山

共通走り幅跳び 男子 ２位 西村　春紀 木屋瀬 男子 ２位 永留　将太 古賀北
共通三段跳び 男子 ３位 平山　寛治 平尾 女子 ３位 藤生　南帆 三橋
共通砲丸投げ 男子 優勝 稲田　涼 明星 男子 ２位 木下　月都 二日市

男子 ２位 山下　光輝 宮ノ陣 女子 ３位 藤生　南帆 三橋
１年　８００ｍ 女子 ２位 田中　藍巳 福岡城南 男子 優勝 古賀　圭一郎 昭代

女子 ３位 堤　伶奈 浅川 女子 ２位 長濱　郁花 春日南
３年　８００ｍ 女子 優勝 末松　けい 当仁 個人ﾒﾄﾞﾚｰ４００ｍ 男子 優勝 古賀　圭一郎 昭代
低学年　８０ｍＨ 女子 優勝 内田　真倫 花尾 女子 ２位 川渕　穂乃花 那珂川南

共通　100mＨ 女子 ２位 藤原　美咲 浅川 男子 ３位 西福岡中学校 福岡
低学年4×100ｍR 女子 ２位 志摩中学校 筑前 男子 優勝 西福岡中学校 福岡
共通4×１００ｍR 女子 ２位 百道中学校 福岡 個人総合 男子 ３位 友廣　和央 花尾

女子 ３位 柳城中学校 筑後 男子 ２位 高山　廣太 花尾
共通走り高跳び 女子 ３位 重岡　真穂 元岡 体操競技 女子 優勝 渡邉　咲貴 上津役
共通走り幅跳び 女子 ３位 中園　菜々美 百道 女子 ２位 西原　智香 引野
共通砲丸投げ 女子 優勝 岩本　千穂 牟田山 新体操 個人総合 女子 ３位 三井　遥加 良山

女子 ２位 大庭　早瑛 篠崎 男子 優勝 弓取　眞貴 中間東
５０ｋｇ級 男子 ３位 松村　将輝 花畑 男子 ３位 永田　佳大 中間東
５５ｋｇ級 男子 ３位 上領　教史郎 曽根 卓球 女子 優勝 弓立　美沙輝 瀬高
６６ｋｇ級 男子 ３位 小西　誠志郎 曽根 女子 ２位 早田　ひな 中間東
７３ｋｇ級 男子 優勝 笠原　大雅 田主丸 女子 ３位 前田　早貴 瀬高

男子 ２位 田中　将大 大牟田 男子 ３位 辻　佳臣 前原西
８１ｋｇ級 男子 優勝 燒谷　風太 大蔵 剣道 女子 優勝 井手　瑠々華 玄洋

男子 ３位 森近　唯 曽根 女子 ２位 柿元　朝陽 老司
９０ｋｇ級 男子 ２位 雨森　俊成 曽根 男子 ２位 篠田　崇照・渡辺　聖弥 飛幡

男子 ３位 矢野　真我 田主丸 シングルス 女子 優勝 松山　奈未 九国大付

９０ｋｇ超級 男子 優勝 田中　慎太郎 田主丸 女子 ３位 肥田木　あかり 篠栗
男子 ３位 西田　将樹 大牟田 女子 ３位 平野　紗妃 九国大付

４０ｋｇ級 女子 ３位 田中　純奈 田主丸 ダブルス 男子 ３位 櫻山　和大・吉岡　将汰 本城
女子 ３位 本庄　愛海 大刀洗 女子 ２位 縄田　佳子・宮原　美樹 九国大付

４４ｋｇ級 女子 優勝 田崎　ほのか 沖学園 女子 ３位 大野　琴乃・川床　菜奈華 九国大付

女子 ３位 中溝　萌 久留米城南 形 男子 ２位 明吉　洸樹 原
４８ｋｇ級 女子 ３位 手柴　命 福岡千代 女子 ３位 八頭司　明 玄洋
５２ｋｇ級 女子 ３位 中川原　知波 白光 組み手 男子 優勝 明吉　洸樹 原
５７ｋｇ級 女子 優勝 田中　美月 敬愛 男子 ３位 片岡　竜一 高見
６３ｋｇ級 女子 優勝 小柳　穂乃果 敬愛 男子 ３位 廣嵜　隆朗 自由ヶ丘
７０ｋｇ級超 女子 優勝 素根　輝 田主丸 女子 優勝 八頭司　明 玄洋

女子 ２位 三苫　桃子 敬愛 シングルス 男子 優勝 野口　莉央 守　恒
男子 ３位 工藤　弘基 筑陽学園

女子 ２位 坂本　はな 筑陽学園

女子 ３位 大村　千乃 田　原
女子 ３位 宮原　三奈 春　日

ダブルス 女子 ２位 田代　亜珠・渡邊　千佳 折尾愛真
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平成 ２５ 年度　九州中学校体育大会　成績一覧（３位までの入賞）
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