
【栄誉賞】個人 【優秀賞】個人（日本代表要件）

No 競技名 受賞者名 所属 No 競技名 受賞者名 所属 No 競技名 受賞者名 所属

1 藤田　倭　※ ビックカメラ高崎（佐賀女子高校出身） 1 バレーボール 石井　優希　※ 久光スプリングス 21 瀬戸口　大地 アースグロー（当時）

2 内藤　実穂　※ ビックカメラ高崎（佐賀女子高校出身） 2 テコンドー 濱田　真由　※ ミキハウス（佐賀市出身） 22 西野　湧人 戸上電機製作所

3 副島亀里ララボウラ
ティアナラ　※

コカ・コーラレッドスパークス 23 百武　強士 サイネオス・ヘルス合同会社

【栄誉賞】指導者 4 堤　ほの花　※ 日本体育大学（嬉野市出身） 24 脇山　陸久 電通デジタル

No 競技名 受賞者名 所属 5 ハンドボール 岩下　祐太　※ トヨタ紡織九州レッドトルネード 25 川原　大和 立命館大学

1 アーチェリー 田中　伸周 日本オリンピック委員会 6 ホッケー 鳥山　麻衣 南都銀行（伊万里市出身） 26 森永　千紘 東海学院大学

2 車いすテニス 古賀　雅博 スポーツクロマティ 7 水泳 柳本　幸之介　※ 日大豊山高等学校（伊万里市出身） 27 水谷　美稀 山梨学院大学

8 自転車 小林　優香　※ 日本競輪選手会（鳥栖市出身） 28 田島 やまぶき 鳥栖高等学校

【特別賞】個人（成績要件） 29 曽根崎 しずく 鳥栖高等学校

No 競技名 受賞者名 所属 30 芹川　力亜 日本体育大学

1 サッカー 林　大地 サガン鳥栖（当時） 【優秀賞】個人（成績要件） 31 諏訪間 新之亮 国士館大学

2 バドミントン 嘉村　健士　※ トナミ運輸（唐津市出身） No 競技名 受賞者名 所属 32 嶋江　翔也 鳥栖工業高等学校

3 セーリング 岡田　奎樹
トヨタ自動車東日本㈱
（唐津西高校出身）

1 渋谷　琥玲亜 三日月中学校 33 尾西　大河 鳥栖工業高等学校

4 柔道 田中　龍馬 筑波大学 2 市丸　愛翔 成章中学校 34 小野　正之助 鳥栖工業高等学校

5 スポーツクライミング 樋口　純裕 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 3 岩永　悠 致遠館中学校 35 白川　剣斗 鳥栖工業高等学校

4 村山　聖来 致遠館高等学校 36 橋口　茉央 佐賀商業高等学校

【特別賞】個人（優秀賞5回要件） 5 大内　晴名 佐賀学園高等学校 37 近藤　美月 佐賀商業高等学校

No 競技名 受賞者名 所属 6 森山　大樹 (有)伊万里スイミング/アイケア㈱ 38 鹿　歩夏 佐賀商業高等学校

1 セーリング 南里　研二 百五銀行 7 坪井　夢輝 中原特別支援学校 39 森　静玖 佐賀商業高等学校

2 角　雅人 自衛隊体育学校 8 金持　義和 株式会社メルカリ 40 中野　弥花 佐賀商業高等学校

3 小柴　亮太 日本体育大学 9 上園田　心太浪 唐津西高等学校 41 田中   龍雅 佐賀商業高等学校

4 荒木　瑞生 九州共立大学 10 市橋　愛生 早稲田佐賀高等学校 42 古賀　学 小中一貫校芦刈観瀾校

5 小柴　伊織 日本体育大学 11 中山　由菜 日本大学 43 廣瀬  正昊 有田中学校

6 柔道 近藤　隼斗 国士舘大学 12 永石　小雪 佐賀北高等学校 44 山本　虎太郎 有田中学校

7 水泳 津上　和也 株式会社名村造船所 13 田中　翔大 佐賀工業高等学校 45 鈴木　朝日 早稲田佐賀中学校

14 間瀬田　純平 鳥栖工業高等学校 46 野中　理加 武雄青陵中学校

【特別賞】団体（優秀賞5回要件） 15 笠原　大輔 鳥栖工業高等学校 47 吉田　陸矢 佐賀清和高等学校

No 競技名 受賞者名 所属 16 保楊枝　乃綾 佐賀清和高等学校 48 松尾　好梨 佐賀清和高等学校

1 バレーボール 久光スプリングス 17 德永　心奈 鏡中学校 49 井口　聡太 北陵高等学校

2 なぎなた 佐賀東高等学校 18 尾山　和華 今村病院 50 剣道 川内　夢翔 神埼中学校

3 サッカー サガン鳥栖U-15 19 久保山　晴菜 今村病院 51 大谷　舞桜 西部中学校

4 ソフトボール 佐賀女子高等学校 20 陣内　綾子
九電工（当時）
（現・佐賀陸協）

52 吉田　琉星 牛津高等学校

※：すでに佐賀県スポーツ賞を授与済
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No 競技名 受賞者名 所属 No 競技名 受賞者名 所属

53 なぎなた 米光　詩 佐賀東高等学校 5 ライフル射撃 佐賀学園高等学校

54 ボート 北村　莉子 日本体育大学 6 神埼清明高等学校

55 新体操 石橋　知也 神埼清明高等学校 7 神埼ジュニア新体操クラブ

56 松尾　環那 佐賀清和中学校 8 レスリング 鳥栖工業高等学校

57 西山　水菜子 城北中学校

58 永島　悠次 九州国際大学（当時）

59 濱田　康弘
佐賀県テコンドー協会
Hama House (松原支部) No 競技名 受賞者名 所属

60 山下　結華
佐賀県テコンドー協会
Hama House (松原支部) 1 古川　昌道 鳥栖工業高等学校

61 岡本　留佳
佐賀県テコンドー協会
Hama House (松原支部) 2 丸小野　仁之 佐賀工業高等学校

62 岡本　佳衣
佐賀県テコンドー協会
Hama House (松原支部) 3 樋渡　朋子 佐賀清和高等学校

63 金村　直樹 佐賀県テコンドー協会　川副支部 4 松永　成旦 佐賀北高等学校

64 村井　竜麿 佐賀県テコンドー協会　川副支部 5 辻　健太 鏡中学校

65 木下　遥空 佐賀県テコンドー協会　川副支部 6 差形　大輔 戸上電機製作所

66 江口　諒 佐賀県テコンドー協会　川副支部 7 武富　豊 天満屋女子陸上競技部（佐賀県出身）

67 山田　渚紗 佐賀県テコンドー協会　川副支部 8 体操 龍　富貴夫 鳥栖高等学校

68 木下　嶺空 佐賀県テコンドー協会　川副支部 9 レスリング 小柴　健二 鳥栖工業高等学校

69 江口　愛莉 佐賀県テコンドー協会　川副支部 10 姉川　新 唐津県税事務所

70 嘉村　昊也 佐賀県テコンドー協会　古賀道場 11 山口　和男 鳥栖警察署

71 坂田　雅宗 佐賀県テコンドー協会　古賀道場 12 江越　由季 佐賀東高等学校

72 BMX 中川　きらら 佐賀東高等学校 13 尾形　美和 牛津高等学校

73 西園　晟 田代中学校 14 原口　進也 盲学校

74 西園　陽 田代中学校 15 金子　健二郎 (有)伊万里スイミング

75 ラグビー 松本　純弥 明治大学 16 牟田　靖文
佐賀県テコンドー協会
川副支部/東与賀支部

76 バスケットボール 角田　太輝 白鴎大学 17 古賀　剛 佐賀県テコンドー協会　古賀道場

77 バドミントン 井上　拓斗 日本ユニシス 18 剣道 志波　哲郎 神埼中学校

19 サッカー 森　惠佑 サガン鳥栖U-15

20 バレーボール 酒井　新悟 久光スプリングス

No 競技名 受賞者名 所属 21 柔道 井上　安弘 佐賀商業高等学校

1 水泳 致遠館高等学校 22 中山　智浩 神埼清明高等学校

2 柔道 佐賀商業高等学校 23 松岡　寛敏 神埼ジュニア新体操クラブ

3 早稲田佐賀中学校 24 ソフトボール 津上　さおり 佐賀女子高等学校

4 武雄青陵中学校
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