
佐世保市中学校体育大会

総合グラウンド体育館

伊藤　智也 （広田） 28

2 湯浅　惠太 （小佐々） 浜田　翔馬

1 瀬尾　幸太郎 （崎辺）

（吉井） 29

3 江川　雪 (東明) 村上　直悠 (東明) 30

4 西野　幸輝 （柚木） 前田　夢輝 （日野） 31

前田　波琉 （早岐） 32

6 小川　智弘 （相浦） 久家　卓也

5 川島　蓮大 （日野）

（三川内） 33

7 後藤　喬行 （早岐） 橋本　尚弥 （相浦） 34

8 本山　隆太 （佐々） 寺田　義輝 （佐々） 35

永渕　斗樹 （大野） 36

10 塩津　晄大 （大野） 中島　悠翔

9 古家　洸太 （山澄）

（日宇） 37

11 豊村　煌人 （三川内） 御船　瑛斗 （小佐々） 38

12 湯浅　蓮斗 （広田） 松本　陵汰 （山澄） 39

金城　翔基 （崎辺） 40

14 久田　聡信 （崎辺） 長野　晴

13 楠元　陽斗 （日宇）

(東明) 41

15 三宅　和磨 （日宇） 大塚　陵平 （崎辺） 42

16 指方　悠希 （山澄） 山口　剛 （三川内） 43

川﨑　将大 （相浦） 44

18 谷口大輔 （吉井） 太田　奏

17 鶴屋　陽介 （早岐）

（大野） 45

19 深野　航一 （広田） 志方　煌誠 （柚木） 46

20 杉田　希 (東明) 牟田　琉希 （広田） 47

岡本　一騎 （小佐々） 48

22 佐藤　創 （日野） 桂　幸大

21 迎　伊祐 （三川内）

（山澄） 49

23 筒井　崇弘 （佐々） 神山　優樹 （早岐） 50

24 中島　空真 （小佐々） 藤山　琉 （日野） 51

（佐々） 53

27 尼﨑 煌士郎 （柚木）

千原　滉生 （日宇） 52

26 内野　優斗 （大野） 北園　輝

25 山本　陽大 （相浦）
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（崎辺） 80

55 内海　陽太 （三川内） 鳥羽　大翔 （小佐々） 81

54 酒匂　颯太 (東明) 末田　瑞稀

(東明) 82

57 松本　唯来 （大野） 田中　龍星 （日野） 83

56 柴山　希斗 （吉井） 松尾　真幸

（大野） 84

59 田中　碧 （日宇） 浦田　純羽 （柚木） 85

58 筒井　陽斗 （佐々） 岩坪　広耀

（三川内） 86

61 吉村　和真 （日野） 長尾　逞 （早岐） 87

60 濵邊　大翔 （早岐） 森田　結人

（相浦） 88

63 堀　葦佐壬 （山澄） 山平　将夢 （佐々） 89

62 指方　敏直 （相浦） 小川　康成

（吉井） 90

65 岡山　満瑠 （小佐々） 葉山　成海 （広田） 91

64 築地　　駿 （崎辺） 渕野　凜恩

（日宇） 92

67 関本　優心 （崎辺） 浦添　匡 （佐々） 93

66 船津　大我 （広田） 篠﨑　羅有斗

（三川内） 94

69 山田　裕吏 (東明) 出合　航太 （日野） 95

68 牟田口　一咲 （山澄） 橋本　惇

（柚木） 96

71 楠元　真音 （日宇） 山口　逞 （早岐） 97

70 山口　平太 （小佐々） 吉田　壱

（広田） 98

73 福田　海璃 （三川内） （小佐々） 99

72 楠本　航生 （広田） 齋藤　駿

（日宇） 100

75 金子　将也 （相浦） 山口　涼介 （大野） 101

74 松尾　翔太 （早岐） 杉山　颯野

105

78 柏　瑛翔 （大野） 田川　蓮

(東明) 102

77 板村　凱竜 （柚木） （相浦） 103

76 本田　優正 （日野） 堤　優翔

男子シングルス (2)

（山澄） 104

79 福田　虎太郎 （佐々） 赤波江　翔太 （崎辺）


