
平成17年度　全九州高等学校新人陸上競技大会 
主　催：九州高等学校体育連盟･佐賀県教育委員･九州陸上競技協会 
主　管：佐賀県高等学校体育連盟･佐賀陸上競技協会                                      
期　日：2005年10月14日～2005年10月16日 
競技場：佐賀県総合運動場陸上競技場 
 
 
男子１００ｍ 決勝  10月15日 14:00 
          風:+2.1m 
順位 No.  氏名                 所属            記録         備考 
---- ---- -------------------- --------------- ------------ -------------------- 
          アラオ　ショウゴ 
  1   156 荒尾　　将吾 (2)     小倉工                 10.42 
          エリグチ　マサシ 
  2   520 江里口　匡史 (2)     鹿本                   10.56 
          モリ　コウジ 
  3   166 森　　　晃司 (1)     自由ケ丘               10.70 
          マツダ　リョウジ 
  4   608 松田　　陵治 (2)     宮崎北                 10.72 
          サダナガ　ケンゴ 
  5   555 貞永　　健剛 (1)     九州学院               10.76 
          イノウエ　マコト 
  6   116 井上　　　誠 (2)     鞍手                   10.77 
          アリタ　ケイスケ 
  7   710 有田　　圭介 (2)     松陽                   10.81 
          チバナ　ユタカ 
  8   835 知花　　　豊 (2)     中部商                 10.88 
 
 
 
男子２００ｍ 決勝  10月16日 12:00 
          風:+2.6m 
順位 No.  氏名                 所属            記録         備考 
---- ---- -------------------- --------------- ------------ -------------------- 
          タカス　ダイキ 
  1   631 高須　　大樹 (2)     宮崎西                 21.91 
          ツルタ　リョウ 
  2   126 鶴田　　　涼 (1)     修猷館                 21.96 
          ナカムラ　タダシ 
  3   112 中村　　　忠 (2)     八女工                 21.98 
          クワノ　シュン 
  4   427 桑野　　　峻 (2)     大分雄城台             22.04 
          アリタ　ケイスケ 
  5   710 有田　　圭介 (2)     松陽                   22.14 
          チハラ　タツミ 
  6   429 千原　　辰巳 (2)     日田                   22.21 
          ヒロセ　ヒデユキ 
  7   224 廣瀬　　英行 (1)     佐賀北                 22.22 
          コニシ　コウスケ 
  8   629 小西　　浩介 (2)     宮崎西                 22.32 
 
 
 
男子４００ｍ 決勝  10月14日 14:20 
 
順位 No.  氏名                 所属            記録         備考 
---- ---- -------------------- --------------- ------------ -------------------- 
          アオキ　ジュンヤ 
  1   138 青木　　淳也 (2)     筑陽学園               48.20 
          クワノ　シュン 
  2   427 桑野　　　峻 (2)     大分雄城台             48.23 
          ナカムラ　タダシ 
  3   112 中村　　　忠 (2)     八女工                 48.90 
          アベ　タツヒロ 
  4   119 阿部　　達啓 (2)     春日                   49.22 
          ワタナベ　ショウタ 
  5   428 渡辺　　翔太 (2)     大分豊府               49.72 
          オキタ　タカヒロ 
  6   503 沖田　　喬皓 (2)     熊本工                 50.10 
          カリヤ　カツトシ 
  7   614 仮屋　　克俊 (2)     都城商                 50.12 
          スミエ　ケン 
  8   711 澄江　　　健 (2)     松陽                   50.62 
 
 
 
男子８００ｍ 決勝  10月15日 13:00 
 
順位 No.  氏名                 所属            記録         備考 
---- ---- -------------------- --------------- ------------ -------------------- 
          トヨハラ　リョウ 
  1   564 豊原　　　怜 (2)     開新                 1:56.37 
          ナガノ　シュウヘイ 
  2   123 永野　　修平 (2)     修猷館               1:57.24 



          マツダ　タカヒロ 
  3   341 松田　　高広 (2)     佐世保西             1:57.26 
          カリヤ　カツトシ 
  4   614 仮屋　　克俊 (2)     都城商               1:57.53 
          フカセ　シンゴ 
  5   559 深瀬　　晋吾 (2)     九州学院             1:57.66 
          モリカワ　マサシ 
  6   818 森川　　雅士 (2)     那覇西               1:58.21 
          ミウラ　アキラ 
  7   172 三浦　　　晃 (2)     八幡                 1:59.41 
          タケダ　テッペイ 
  8   301 武田　　哲平 (2)     壱岐                 2:01.44 
  
 
男子１５００ｍ 決勝  10月14日 15:55 
 
順位 No.  氏名                 所属            記録         備考 
---- ---- -------------------- --------------- ------------ -------------------- 
          トヨハラ　リョウ 
  1   564 豊原　　　怜 (2)     開新                 4:04.09 
          ウメノ　ダイチ 
  2   107 梅野　　大地 (2)     八女工               4:04.25 
          タケダ　テッペイ 
  3   301 武田　　哲平 (2)     壱岐                 4:04.37 
          アライ　タケシ 
  4   322 新井　　　岳 (2)     諫早                 4:05.35 
          シン　ケンセイ 
  5   714 新　　　健世 (2)     鹿児島商             4:05.79 
          ニシムラ　トモナオ 
  6   352 西村　　知修 (2)     五島                 4:06.09 
          アカミネ　ナオキ 
  7   406 赤峰　　直樹 (2)     鶴崎工               4:06.56 
          スエマツ　ユウイチ 
  8   454 末松　　裕一 (2)     大分東明             4:11.19 
 
 
男子５０００ｍ 決勝  10月15日 15:30 
 
順位 No.  氏名                 所属            記録         備考 
---- ---- -------------------- --------------- ------------ -------------------- 
          タナカ　ケイスケ 
  1   103 田中　　佳祐 (2)     大牟田              14:51.43 
          エンジュジ　ヒロアキ 
  2   321 延壽寺　博亮 (2)     諫早                14:51.67 
          ヒラヤマ　タツナリ 
  3   209 平山　　竜成 (2)     鳥栖工              14:54.82 
          ナカシマ　ケンジ 
  4   253 中島　　賢士 (2)     白石                15:00.18 
          オシノミ　タツヤ 
  5   455 鴛海　　辰矢 (2)     大分東明            15:01.43 
          シオツキ　ヨシキ 
  6   565 塩月　　良輝 (2)     熊本国府            15:01.57 
          アカミネ　ナオキ 
  7   406 赤峰　　直樹 (2)     鶴崎工              15:01.96 
          ハマサキ　タツキ 
  8   848 濱崎　　達規 (2)     沖縄工              15:06.70 
 
 
 
男子５０００ｍ 決勝  10月15日 15:30 
 
順位 No.  氏名                 所属            記録         備考 
---- ---- -------------------- --------------- ------------ -------------------- 
          タナカ　ケイスケ 
  1   103 田中　　佳祐 (2)     大牟田              14:51.43 
          エンジュジ　ヒロアキ 
  2   321 延壽寺　博亮 (2)     諫早                14:51.67 
          ヒラヤマ　タツナリ 
  3   209 平山　　竜成 (2)     鳥栖工              14:54.82 
          ナカシマ　ケンジ 
  4   253 中島　　賢士 (2)     白石                15:00.18 
          オシノミ　タツヤ 
  5   455 鴛海　　辰矢 (2)     大分東明            15:01.43 
          シオツキ　ヨシキ 
  6   565 塩月　　良輝 (2)     熊本国府            15:01.57 
          アカミネ　ナオキ 
  7   406 赤峰　　直樹 (2)     鶴崎工              15:01.96 
          ハマサキ　タツキ 
  8   848 濱崎　　達規 (2)     沖縄工              15:06.70 
 
 
男子４００ｍＨ 決勝  10月15日 13:35 
 
順位 No.  氏名                 所属            記録         備考 
---- ---- -------------------- --------------- ------------ -------------------- 



          フクモト　ヒロユキ 
  1   505 福本　　寛之 (2)     熊本工                 54.63 
          タケヒラ　コウイチ 
  2   606 竹平　　皓一 (2)     宮崎北                 56.03 
          ソノダ　ケンタ 
  3   702 園田　　健太 (2)     鹿児島南               56.39 
          ミヤケ　シュウジ 
  4   712 三宅　　修司 (1)     松陽                   56.83 
          ホンダ　リュウイチロウ 
  5   537 本田　龍一朗 (2)     松橋                   56.99 
          インドウ　コウヘイ 
  6   539 犬童　　耕平 (2)     人吉                   57.04 
          シバタ　ショウタ 
  7   160 柴田　　翔太 (2)     若松商                 57.17 
          オバタ　シンゴ 
  8   141 小幡　　進悟 (1)     筑陽学園               59.54 
 
 
 
男子３０００ｍＳＣ 決勝  10月16日 12:50 
 
順位 No.  氏名                 所属            記録         備考 
---- ---- -------------------- --------------- ------------ -------------------- 
          ハシモト　タケシ 
  1   319 橋本　　　健 (2)     鎮西学院             9:20.33 
          コイデ　ユウキ 
  2   561 小出　　優希 (2)     九州学院             9:21.28 
          クドウ　ムネノブ 
  3   411 工藤　　宗信 (2)     鶴崎工               9:22.41 
          イシバシ　セイジ 
  4   105 石橋　　成司 (1)     大牟田               9:22.57 
          ジゲ　ショウタ 
  5   547 地下　　翔太 (2)     多良木               9:30.85 
          タカツキ　カツヒト 
  6   104 高月　　雄人 (2)     大牟田               9:31.91 
          ツジモト　ケイシ 
  7   560 辻本　　啓吏 (2)     九州学院             9:33.61 
          シナガワ　マサル 
  8   303 品川　　　優 (2)     壱岐                 9:35.03 
 
 
 
男子５０００ｍＷ 決勝  10月14日 13:15 
 
順位 No.  氏名                 所属            記録         備考 
---- ---- -------------------- --------------- ------------ -------------------- 
          ヤマグチ　ダイスケ 
  1   309 山口　　大輔 (2)     佐世保北            22:29.80 
          アグニ　テツヤ 
  2   801 粟国　　鉄矢 (2)     北部農林            24:20.86 
          タカヤマ　フミヤ 
  3   111 高山　　史也 (2)     八女工              24:27.50 
          アマノ　ショウタ 
  4   102 天野　　翔太 (2)     朝倉                24:57.99 
          カミノ　ショウ 
  5   408 神野　　　翔 (2)     鶴崎工              25:01.33 
          オオコゼ　ケンタ 
  6   356 大小瀬　健太 (2)     五島                25:13.99 
          オダ　ソウゴ 
  7   355 小田　　惣吾 (2)     五島                25:17.87 
          ハシグチ　ショウゴ 
  8   725 橋口　　昇吾 (2)     樟南                25:58.54 
 
 
男子４×１００ｍ 決勝  10月14日 16:25 
 
順位 チーム名       走者(1/3)              走者(2/4)              記録     備考 
---- -------------- ---------------------- ---------------------- -------- -------------------- 
  1  九州学院        556 興呂木　雄治 (1)   553 佐藤　　圭介 (2)     41.94 
                     554 松本　　祐樹 (2)   555 貞永　　健剛 (1) 
 
  2  宮崎西          628 川越　　悠平 (1)   631 高須　　大樹 (2)     42.33 
                     629 小西　　浩介 (2)   630 中村　　優平 (1) 
 
  3  自由ケ丘        167 徳永　　陽平 (1)   166 森　　　晃司 (1)     42.46 
                     163 福田　　勇平 (2)   171 平原　　達也 (1) 
 
  4  小倉工          154 秋竹　　将太 (2)   156 荒尾　　将吾 (2)     42.49 
                     155 碇　　　博之 (2)   157 福山　　翔大 (2) 
 
  5  佐賀北          220 荒木　　修平 (1)   223 高山　健一郎 (1)     42.65 
                     219 松尾　　明憲 (2)   224 廣瀬　　英行 (1) 
 
  6  鹿本            529 高山　　　亮 (1)   527 市原　　勇生 (1)     42.88 
                     521 高宗　　智宏 (2)   520 江里口　匡史 (2) 



 
  7  松陽            711 澄江　　　健 (2)   710 有田　　圭介 (2)     43.14 
                     749 原田　　夏樹 (2)   713 西方　竜太郎 (2) 
 
  8  西海学園        360 深浦　真一郎 (2)   365 音部　　拓仁 (1)     43.93 
                     367 力岡　　正浩 (1)   364 早田　　耕平 (2) 
 
 
男子４×４００ｍ 決勝  10月16日 13:50 
 
順位 チーム名       走者(1/3)              走者(2/4)              記録     備考 
---- -------------- ---------------------- ---------------------- -------- -------------------- 
  1  九州学院        554 松本　　祐樹 (2)   555 貞永　　健剛 (1)   3:21.24 
                     556 興呂木　雄治 (1)   553 佐藤　　圭介 (2) 
 
  2  修猷館          125 関屋　　　潤 (1)   124 大久保　和哉 (1)   3:21.42 
                     122 渡辺　　圭祐 (2)   126 鶴田　　　涼 (1) 
 
  3  熊本工          504 望月　　健児 (2)   505 福本　　寛之 (2)   3:22.18 
                     507 湯野　　寛文 (1)   503 沖田　　喬皓 (2) 
 
  4  松陽            712 三宅　　修司 (1)   710 有田　　圭介 (2)   3:22.67 
                     713 西方　竜太郎 (2)   711 澄江　　　健 (2) 
 
  5  宮崎西          628 川越　　悠平 (1)   629 小西　　浩介 (2)   3:22.81 
                     630 中村　　優平 (1)   631 高須　　大樹 (2) 
 
  6  佐伯鶴城高      448 金田　　祐基 (2)   449 佐保　斗志揮 (2)   3:22.83 
                     446 藤原　　隆徳 (2)   450 中村　　圭太 (2) 
 
  7  那覇西          817 上原　　佑斗 (1)   811 知念　　孝則 (2)   3:23.01 
                     818 森川　　雅士 (2)   812 外間　　　龍 (2) 
 
  8  鶴崎工高        418 山本　　　徹 (1)   407 日高　　克哉 (2)   3:23.32 
                     413 浦末　　和也 (1)   414 新宮　　　聡 (1) 
 
 
男子走高跳 決勝  10月15日 15:15 
 
順位 試技 No.     氏    名              所属団体名     記 録    備  考     
--- --- ---- -------------------- -------------------- ------ ----------- 
  1  14  703 大薗　功太郎 (2)     鹿児島                1m94              
             ｵｵｿﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ          鹿児島南                                 
  2   8  151 藤田　　遼貴 (1)     福　岡                1m88                        
             ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｷ             福岡第一                                 
  3  11  849 池村　　　良 (1)     沖　縄                1m88                      
             ｲｹﾑﾗ ﾘｮｳ             伊良部                                   
  4   7  145 森田　　晋文 (1)     福　岡                1m85                            
             ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾌﾐ             東海大第五                               
  5   6  177 三浦　　　恵 (2)     福　岡                1m85                           
             ﾐｳﾗ ｹｲ               戸畑                                     
  5  16  617 相楽　　優哉 (2)     宮　崎                1m85                          
             ｻｶﾞﾗ ﾕｳﾔ             小林                                     
  7   5  225 稲富　　淳一 (2)     佐　賀                1m80                             
             ｲﾅﾄﾞﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ         佐賀工                                   
  7  19  516 蓮尾　　旬一 (1)     熊　本                1m80                             
             ﾊｽｵ ｼﾞｭﾝｲﾁ           玉名 
 
 
男子棒高跳 決勝  10月15日 9:05 
 
順位 試順 No.     氏    名            所属団体名        記 録    備  考 
--- --- ----- -------------------- -------------------- ------ ----------- 
  1  12   150 西嶌　　晃一 (2)     福　岡                4m50             
              ﾆｼｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ           福岡第一                                 
  2   6   315 梅田　　卓朗 (1)     長　崎                4m40             
              ｳﾒﾀﾞ　ﾀｸﾛｳ           諫早農                                   
  3  21   530 松島　　太一 (2)     熊　本                4m30               
              ﾏﾂｼﾏ ﾀｲﾁ             菊池農                                   
  4  22   534 栗林　　桂一 (2)     熊　本                4m20                     
              ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁ          阿蘇                                     
  5  11   161 末永　　浩基 (2)     福　岡                4m20                  
              ｽｴﾅｶﾞ ﾋﾛｷ            若松商                                   
  6  16   704 水迫　　竜平 (2)     鹿児島                4m20              
              ﾐｽﾞｻｺ ﾘｭｳﾍｲ          鹿児島南                                 
  7  18   657 中平　　翔太 (2)     宮　崎                4m10             
              ﾅｶﾋﾗ ｼｮｳﾀ            宮崎第一                                 
  8  19   656 原田　　尚明 (1)     宮　崎                4m00              
              ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵｱｷ            宮崎第一 
 
 
男子走幅跳 決勝  10月14日 13:30 
 
順位 試技 No.     氏    名              所属団体名     記 録      備 考 
--- --- ---- -------------------- -------------------- -------- ------------- 



  1  15  139 井上　　了輔 (2)     福　岡                 7m28  
             ｲﾉｳｴ ﾘｮｳｽｹ           筑陽学園               +2.5 
  2  18  836 比嘉　浩太郎 (2)     沖　縄                 6m96  
             ﾋｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ            中部商                 +2.6 
  3  14  154 秋竹　　将太 (2)     福　岡                 6m88  
             ｱｷﾀｹ ｼｮｳﾀ            小倉工                 +4.8 
  4   3  555 貞永　　健剛 (1)     熊　本                 6m87  
             ｻﾀﾞﾅｶﾞ ｹﾝｺﾞ          九州学院               +2.1 
  5  12  212 陣内　　智行 (2)     佐　賀                 6m65  
             ｼﾞﾝﾉｳﾁ ﾄﾓﾕｷ          三養基                 +2.7 
  6   5  456 清家　　　悟 (2)     大　分                 6m65  
             ｾｲｹ ｻﾄｼ              大分東明               +2.6 
  7   9  343 古藤　　鉄平 (2)     長　崎                 6m57  
             ｺﾄｳ　ﾃｯﾍﾟｲ           佐世保西               +1.1 
  8  21  705 内村　　雄太 (2)     鹿児島                 6m44  
             ｳﾁﾑﾗ ﾕｳﾀ             鹿児島南               +0.0 
 
 
 
男子三段跳 決勝  10月16日 12:00 
 
順位 試技 No.     氏    名              所属団体名      記 録   備 考 
--- --- ---- -------------------- -------------------- -------- ------------- 
  1  15  218 富永　　拓夢 (2)     佐　賀                14m50  
             ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾑ            佐賀北                 +2.8 
  2  23  705 内村　　雄太 (2)     鹿児島                14m44  
             ｳﾁﾑﾗ ﾕｳﾀ             鹿児島南               +2.3 
  3  24  739 永野　　亮太 (2)     鹿児島                14m02  
             ﾅｶﾞﾉ ﾘｮｳﾀ            鹿屋                   +3.0 
  4  18  178 渡辺　　真也 (2)     福　岡                13m94  
             ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ            戸畑                   +1.6 
  5  17  154 秋竹　　将太 (2)     福　岡                13m91  
             ｱｷﾀｹ ｼｮｳﾀ            小倉工                 +2.5 
  6  16  101 星野　　翔吾 (2)     福　岡                13m84  
             ﾎｼﾉ ｼｮｳｺﾞ            朝倉                   +1.7 
  7   3  666 染矢　　貴洋 (2)     宮　崎                13m61  
             ｿﾒﾔ ﾀｶﾋﾛ             都城高専               -2.1 
  8  21  836 比嘉　浩太郎 (2)     沖　縄                13m47 
             ﾋｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ            中部商                 +1.0 
 
 
男子砲丸投 決勝  10月15日 10:00 
 
順位 試技 No.    氏    名             所属団体名       記 録   備 考 
--- --- ---- -------------------- -------------------- ------ ------------- 
  1  21  149 澤水　　亮太 (1)     福　岡                15m10  
             ｻﾜﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ           博多工               
  2   9  550 松元　　太世 (2)     熊　本                14m90  
             ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲｾｲ            河浦                 
  3  24  827 豊里　　　健 (1)     沖　縄                14m75  
             ﾄﾖｻﾞﾄ ｹﾝ             那覇商               
  4  23  830 知念　　拓海 (2)     沖　縄                14m64  
             ﾁﾈﾝ ﾀｸﾐ              那覇工               
  5  20  164 白山　　和輝 (2)     福　岡                14m02  
             ｼﾗﾔﾏ ｶｽﾞｷ            自由ケ丘             
  6  19  146 滝下　　直斗 (2)     福　岡                13m90  
             ﾀｷｼﾀ ﾅｵﾄ             東和大東和           
  7  15  334 一ノ瀬　保隆 (2)     長　崎                13m73  
             ｲﾁﾉｾ　ﾔｽﾀｶ           長崎日大             
  8   5  641 生目　敬二郎 (2)     宮　崎                13m25  
             ｲｷﾒ ｹｲｼﾞﾛｳ           宮崎工 
 
 
男子円盤投 決勝  10月16日 9:30 
 
順位 試技 No.    氏    名             所属団体名       記 録   備 考 
--- --- ---- -------------------- -------------------- ------ ------------- 
  1   3  827 豊里　　　健 (1)     沖　縄                46m95  
             ﾄﾖｻﾞﾄ ｹﾝ             那覇商               
  2   2  823 當間　　　翔 (2)     沖　縄                45m43  
             ﾄｳﾏ ｼｮｳ              那覇西               
  3  18  361 竹邊　　優介 (2)     長　崎                43m09  
             ﾀｹﾍﾞ　ﾕｳｽｹ           西海                 
  4  23  121 小山　　貴弘 (2)     福　岡                42m86  
             ｵﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ             古賀                 
  5  15  419 後藤　　功丞 (1)     大　分                42m58  
             ｺﾞﾄｳ ｺｳｽｹ            大分                 
  6   9  646 黒木　　晃平 (1)     宮　崎                40m44  
             ｸﾛｷ ｺｳﾍｲ             宮崎工               
  7  22  148 縄田　　和則 (2)     福　岡                39m48  
             ﾅﾜﾀ ｶｽﾞﾉﾘ            博多工               
  8   1  830 知念　　拓海 (2)     沖　縄                38m56  
             ﾁﾈﾝ ﾀｸﾐ              那覇工               
 
 



 
男子ハンマー投 決勝  10月14日 11:00 
 
順位 試技 No.    氏    名             所属団体名       記 録   備 考 
--- --- ---- -------------------- -------------------- ------ ------------- 
  1  12  706 川畑　　友彰 (2)     鹿児島                54m15  
             ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄﾓｱｷ           鹿児島南             
  2  17  513 東本　　昂士 (2)     熊　本                50m01  
             ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾀｶｼ           熊本西               
  3   4  176 水江　　太一 (2)     福　岡                48m67  
             ﾐｽﾞｴ ﾀｲﾁ             戸畑                 
  4   6  127 廣瀬　　健一 (1)     福　岡                48m58  
             ﾋﾛｾ ｹﾝｲﾁ             修猷館               
  5  18  535 山口　　達也 (2)     熊　本                46m68  
             ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ            御船                 
  6   5  117 白鳥　　康博 (2)     福　岡                46m49  
             ｼﾗﾄﾘ ﾔｽﾋﾛ            飯塚                 
  7  16  512 園田　　浩士 (2)     熊　本                44m57  
             ｿﾉﾀﾞ ﾋﾛｼ             熊本西               
  8   9  837 小橋川　克士 (2)     沖　縄                43m87  
             ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ｶﾂｼ          中部商 
 
 
男子やり投 決勝  10月15日 12:30 
 
順位 試技 No.    氏    名             所属団体名       記 録   備 考 
--- --- ---- -------------------- -------------------- ------ ------------- 
  1   3  169 加藤　　拓也 (1)     福　岡                61m01  
             ｶﾄｳ ﾀｸﾔ              自由ケ丘             
  2   1  165 知井　　　陸 (2)     福　岡                57m92  
             ﾄﾓｲ ﾘｸ               自由ケ丘             
  3  19  359 西田　　隆蔵 (1)     長　崎                56m66  
             ﾆｼﾀﾞ　ﾘｭｳｿﾞｳ         口加                 
  4  21  362 坂口　　　武 (2)     長　崎                56m19  
             ｻｶｸﾞﾁ　ﾀｹｼ           西海                 
  5   2  120 吉積　　秀人 (2)     福　岡                54m69  
             ﾖｼﾂﾞﾐ ﾋﾃﾞﾄ           玄洋                 
  6  20  338 草野　　智志 (2)     長　崎                54m00  
             ｸｻﾉ　ｻﾄｼ             長崎日大             
  7  12  644 蒼森　　祐二 (2)     宮　崎                52m68  
             ｱｵﾓﾘ ﾕｳｼﾞ            宮崎工               
  8  11  610 信時　　大輝 (2)     宮　崎                51m71  
             ﾉﾌﾞﾄｷ ﾀﾞｲｷ           宮崎北 
 
 
男子八種競技 決勝  10月14日 10:30 
 
順位 No.  氏名                 所属            記録         備考 
---- ---- -------------------- --------------- ------------ -------------------- 
          コトウ　テッペイ 
  1   343 古藤　　鉄平 (2)     佐世保西                4819 
                               11.57 -  6m44 - 10m50 - 52.61 - 18.33 - 45m19 -  1m65 - 4:42.04 
          カワグチ　ユキオ 
  2   636 川口　　幸男 (2)     宮崎工                  4816 
                               11.43 -  6m08 -  9m16 - 52.51 - 15.83 - 42m03 -  1m60 - 4:50.01 
          イマムラ　ユウキ 
  3   716 今村　　有貴 (2)     鹿児島商                4799 
                               11.69 -  6m38 -  9m11 - 51.46 - 17.65 - 44m28 -  1m60 - 4:35.49 
          ウスキ　マサトシ 
  4   715 臼木　　雅俊 (2)     鹿児島商                4737 
                               11.86 -  6m21 -  8m87 - 51.91 - 16.09 - 29m47 -  1m75 - 4:40.22 
          ホリ　サトシ 
  5   140 堀　　　聡志 (1)     筑陽学園                4713 
                               12.10 -  6m34 -  9m99 - 53.79 - 17.17 - 45m32 -  1m81 - 5:06.14 
          ウメダ　タクロウ 
  6   315 梅田　　卓朗 (1)     諫早農                  4544 
                               11.58 -  6m32 - 11m03 - 52.57 - 18.10 - 34m96 -  1m60 - 5:01.04 
          タマキ　アキラ 
  7   162 玉城　　　明 (1)     若松商                  4496 
                               11.89 -  5m75 - 10m09 - 53.17 - 17.94 - 42m58 -  1m65 - 4:51.33 
          カサマツ　タクヤ 
  8   502 笠松　　卓矢 (2)     熊本工                  4446 
                               12.04 -  6m24 -  9m86 - 54.64 - 17.89 - 42m01 -  1m60 - 4:52.50 
 
 
 
 
 
 
女子１００ｍ 決勝  10月15日 13:50 
          風:+2.6m 
順位 No.  氏名                 所属            記録         備考 
---- ---- -------------------- --------------- ------------ -------------------- 
          ギマ　ノリコ 
  1   834 儀間　　徳子 (2)     那覇西                 12.00 



          ムトウ　ナナ 
  2   530 武藤　　奈々 (2)     熊本信愛               12.06 
          タケモト　ヨウコ 
  3   531 竹本　　洋子 (2)     熊本信愛               12.12 
          イケダ　アスカ 
  4   246 池田　亜沙香 (1)     佐賀学園               12.22 
          ミギタ　マイコ 
  5   436 右田　真衣子 (1)     大分雄城台             12.23 
          ヨシドミ　ナギサ 
  6   149 吉冨　なぎさ (1)     自由ケ丘               12.29 
          ツツミ　マキ 
  7   237 堤　　　麻紀 (2)     武雄                   12.34 
          イワサキ　ナナミ 
  8   303 岩崎　奈々美 (2)     長崎女                 12.46 
 
 
女子２００ｍ 決勝  10月16日 11:50 
          風:+0.9m 
順位 No.  氏名                 所属            記録         備考 
---- ---- -------------------- --------------- ------------ -------------------- 
          ギマ　ノリコ 
  1   834 儀間　　徳子 (2)     那覇西                 24.84 
          ミノダ　リサ 
  2   532 蓑田　　莉沙 (1)     熊本信愛               25.06 
          タケモト　ヨウコ 
  3   531 竹本　　洋子 (2)     熊本信愛               25.28 
          ミギタ　マイコ 
  4   436 右田　真衣子 (1)     大分雄城台             25.30 
          ヒラノ　ユキ 
  5   309 平野　　友季 (1)     長崎女                 25.31 
          オガサワラ　チヒロ 
  6   160 小笠原　千尋 (2)     八幡南                 25.54 
          ナリドミ　マナミ 
  7   212 成冨　　真実 (1)     佐賀東                 25.56 
          ヨシダ　ヒロミ 
  8   235 吉田　妃呂美 (1)     唐津商                 25.56 
 
 
 
女子４００ｍ 決勝  10月14日 14:10 
 
順位 No.  氏名                 所属            記録         備考 
---- ---- -------------------- --------------- ------------ -------------------- 
          タナカ　チサト 
  1   125 田中　　千智 (2)     筑紫女学園             54.43 NGR 
          ムトウ　ナナ 
  2   530 武藤　　奈々 (2)     熊本信愛               55.37 
          エラ　ユイカ 
  3   536 江良　　唯華 (2)     熊本信愛               57.31 
          ツツミ　シオリ 
  4   106 堤　　　詩織 (2)     八女                   57.38 
          サト　ハルカ 
  5   351 里　　　春香 (2)     純心女                 57.41 
          ムタ　アユミ 
  6   102 牟田　彩友美 (2)     浮羽                   58.66 
          カマタ　サワ 
  7   419 鎌田　　沙和 (1)     大分                   59.33 
          ウメキタ　ショウコ 
  8   714 梅北　　祥子 (2)     鹿児島女               59.87 
 
 
女子８００ｍ 決勝  10月15日 12:50 
 
順位 No.  氏名                 所属            記録         備考 
---- ---- -------------------- --------------- ------------ -------------------- 
          キド　ミサト 
  1   159 木戸　　美里 (1)     戸畑商               2:15.35 
          ヤマグチ　レイナ 
  2   107 山口　　玲奈 (2)     八女                 2:15.39 
          ムラオカ　アカネ 
  3   330 村岡　　　茜 (2)     諫早                 2:17.37 
          キシモト　セイラ 
  4   617 岸元　　聖羅 (1)     小林                 2:17.56 
          タチモト　レイカ 
  5   709 立元　　玲夏 (1)     神村学園             2:18.67 
          ソガベ　マミ 
  6   409 曽我部　真実 (1)     大分西               2:18.75 
          カワムラ　ミユキ 
  7   551 河村　美佑紀 (1)     ルーテル学院         2:19.96 
          ミズサコ　ユカ 
  8   702 水迫　　由佳 (1)     樟南                 2:26.51 
 
 
 
女子１５００ｍ 決勝  10月14日 15:45 



 
順位 No.  氏名                 所属            記録         備考 
---- ---- -------------------- --------------- ------------ -------------------- 
          タチモト　レイカ 
  1   709 立元　　玲夏 (1)     神村学園             4:28.96 
          タナカ　ハナエ 
  2   127 田中　　華絵 (1)     筑紫女学園           4:29.45 
          トモエダ　ミサト 
  3   156 友枝　　美里 (1)     戸畑商               4:30.03 
          ソガベ　マミ 
  4   409 曽我部　真実 (1)     大分西               4:32.49 
          ミゾベ　マナミ 
  5   154 溝部　真奈美 (2)     戸畑商               4:32.51 
          エトウ　ユカコ 
  6   522 江藤　佑香子 (1)     熊本千原台           4:33.19 
          ヨシカワ　ヨシエ 
  7   327 吉川　　佳恵 (2)     諫早                 4:34.68 
          クロキ　サヤカ 
  8   607 黒木　沙也花 (2)     宮崎日大             4:35.24 
 
 
女子３０００ｍ 決勝  10月16日 11:10 
 
順位 No.  氏名                 所属            記録         備考 
---- ---- -------------------- --------------- ------------ -------------------- 
          マツナガ　アキ 
  1   328 松永　　明希 (2)     諫早                 9:25.73 
          イマダ　マリエ 
  2   158 今田　麻里絵 (1)     戸畑商               9:26.89 
          マスダ　ユウリ 
  3   620 桝田　　悠里 (2)     小林                 9:28.32 
          キリタニ　ヒトミ 
  4   329 桐谷　　　瞳 (2)     諫早                 9:29.58 
          トモエダ　ミサト 
  5   156 友枝　　美里 (1)     戸畑商               9:32.86 
          ナガタ　アヤ 
  6   619 永田　　あや (1)     小林                 9:36.52 
          タナカ　ハナエ 
  7   127 田中　　華絵 (1)     筑紫女学園           9:38.42 
          タケモリ　マナミ 
  8   549 竹森　　愛美 (2)     有明                 9:40.89 
  
 
女子１００ｍＨ 決勝  10月14日 15:25 
          風:+3.4m 
順位 No.  氏名                 所属            記録         備考 
---- ---- -------------------- --------------- ------------ -------------------- 
          アゲナ　ユイ 
  1   833 安慶名　由衣 (2)     那覇西                 14.12 
          ムラカミ　マリコ 
  2   533 村上　茉莉子 (2)     熊本信愛               14.18 
          ヨシドミ　ナギサ 
  3   149 吉冨　なぎさ (1)     自由ケ丘               14.78 
          ヒダカ　リエ 
  4   122 日高　　梨恵 (2)     西南学院               14.79 
          ウエノ　マミナ 
  5   123 上野　真未奈 (2)     西南学院               14.92 
          マツシタ　ナルミ 
  6   321 松下　　成美 (1)     長崎南                 14.94 
          タチヤマ　ジュンナ 
  7   732 立山　　淳奈 (1)     加治木工               15.03 
          ミネ　サオリ 
  8   211 三根　　沙織 (2)     佐賀東                 15.11 
 
 
女子４００ｍＨ 決勝  10月15日 13:25 
 
順位 No.  氏名                 所属            記録         備考 
---- ---- -------------------- --------------- ------------ -------------------- 
          トミヤマ　カズコ 
  1   116 冨山　　和子 (2)     修猷館                 63.72 
          ウラベ　タカコ 
  2   111 占部　　貴子 (2)     近大福岡               64.98 
          タグチ　アケミ 
  3   141 田口　　明美 (2)     福翔                   65.35 
          ヤマダ　サトミ 
  4   316 山田　紗登美 (2)     長崎南                 66.12 
          ヤマキ　アヤカ 
  5   220 山木　　彩加 (1)     佐賀北                 67.06 
          アムロ　ミキ 
  6   838 安室　　美希 (2)     那覇西                 67.49 
          ヤノ　ユウコ 
  7   636 矢野　　裕子 (2)     宮崎工                 67.65 
          カワハラ　キヨミ 
  8   649 河原　　清美 (2)     高鍋                   69.23 



 
 
 
 
女子３０００ｍＷ 決勝  10月14日 14:30 
 
順位 No.  氏名                 所属            記録         備考 
---- ---- -------------------- --------------- ------------ -------------------- 
          ウシジマ　アユミ 
  1   155 牛嶋　　　歩 (2)     戸畑商              14:38.17 
          シリナシ　ユイ 
  2   710 尻無　　結衣 (1)     神村学園            14:38.18 
          トマリ　カナ 
  3   711 泊　　　佳奈 (2)     神村学園            15:02.56 
          カナサキ　アイコ 
  4   315 金崎　　藍子 (2)     長崎南              15:06.04 
          ウエシマ　ユイコ 
  5   143 上島　佑衣子 (2)     宗像                15:16.93 
          サトウ　アヤ 
  6   157 佐藤　　　彩 (1)     戸畑商              15:27.56 
          サカモト　カナ 
  7   333 坂本　　可奈 (1)     佐世保西            15:56.18 
          ヤナギカワ　マイ 
  8   616 柳川　　真以 (1)     小林                15:59.37 
 
 
女子４×１００ｍ 決勝  10月14日 16:15 
 
順位 チーム名       走者(1/3)              走者(2/4)              記録     備考 
---- -------------- ---------------------- ---------------------- -------- -------------------- 
  1  熊本信愛        533 村上　茉莉子 (2)   531 竹本　　洋子 (2)     48.06 
                     530 武藤　　奈々 (2)   532 蓑田　　莉沙 (1) 
 
  2  自由ケ丘        145 高橋　美奈恵 (2)   148 矢野　　尚子 (1)     48.71 
                     149 吉冨　なぎさ (1)   146 宇佐波　良子 (2) 
 
  3  筑紫女学園      130 松村　　　玲 (1)   125 田中　　千智 (2)     49.08 
                     128 毛利　　仁美 (1)   129 鷹尾　　祥子 (1) 
 
  4  大分西高        407 浜野　　諒子 (1)   408 田中　万優子 (2)     49.20 
                     411 穴見　　沙織 (2)   405 桑野　　詩織 (1) 
 
  5  長崎女          303 岩崎　奈々美 (2)   309 平野　　友季 (1)     49.59 
                     308 内野　　香苗 (1)   307 神崎　　里美 (1) 
 
  6  那覇西          835 比嘉　　晴香 (2)   834 儀間　　徳子 (2)     49.84 
                     841 東恩納　理沙 (2)   833 安慶名　由衣 (2) 
 
  7  松陽            742 前村　　彩香 (1)   743 山元　　　唯 (1)     50.39 
                     744 古園　百合菜 (2)   701 米元　　美苗 (1) 
 
  8  中村学園女      137 山本　　幸江 (1)   133 牛尾　亜由美 (2)     50.53 
                     134 山下　満海子 (2)   138 寺山　真里奈 (1) 
 
 
 
女子４×４００ｍ 決勝  10月16日 13:40 
 
順位 チーム名       走者(1/3)              走者(2/4)              記録     備考 
---- -------------- ---------------------- ---------------------- -------- -------------------- 
  1  熊本信愛        532 蓑田　　莉沙 (1)   530 武藤　　奈々 (2)   3:51.61  NGR 
                     542 山下　亜希子 (1)   536 江良　　唯華 (2) 
 
  2  筑紫女学園      128 毛利　　仁美 (1)   125 田中　　千智 (2)   3:55.52 
                     124 吉田　　　南 (1)   129 鷹尾　　祥子 (1) 
 
  3  八女            105 室園　　裕美 (2)   106 堤　　　詩織 (2)   3:56.71 
                     108 宇佐原　麻希 (1)   107 山口　　玲奈 (2) 
 
  4  大分西高        405 桑野　　詩織 (1)   408 田中　万優子 (2)   4:00.02 
                     411 穴見　　沙織 (2)   409 曽我部　真実 (1) 
 
  5  那覇西          833 安慶名　由衣 (2)   836 東恩納　理絵 (2)   4:00.50 
                     838 安室　　美希 (2)   834 儀間　　徳子 (2) 
 
  6  修猷館          117 堀内　　綾乃 (2)   116 冨山　　和子 (2)   4:01.40 
                     118 友池　美耶子 (1)   119 田原　　郁恵 (1) 
 
  7  鹿児島女        714 梅北　　祥子 (2)   721 鎌田　　真歩 (2)   4:02.75 
                     752 永井野　沙織 (2)   751 立石　　鈴音 (1) 
 
  8  宮崎商          644 田代　さゆり (1)   642 藤元　麻奈美 (2)   4:05.80 
                     645 河野　友香里 (1)   647 日高　　　望 (1) 
 
 

走高 決勝



女子走高跳 決勝  10月14日 11:00 
 
順位 試技 No.     氏    名              所属団体名     記 録    備  考     
--- --- ---- -------------------- -------------------- ------ ----------- 
  1  24  320 松尾　　智美 (1)     長　崎                1m65              
             ﾏﾂｵ　ﾄﾓﾐ             長崎南                                   
  2  15  602 高江　　理恵 (2)     宮　崎                1m65              
             ﾀｶｴ ﾘｴ               宮崎北                                   
  3   3  219 松谷　沙也加 (1)     佐　賀                1m62              
             ﾏﾂﾔ ｻﾔｶ              佐賀北                                   
  4  22  314 西村　　幸奈 (2)     長　崎                1m59              
             ﾆｼﾑﾗ　ﾕｷﾅ            長崎南                                   
  5   5  136 鈴木　　雅子 (2)     福　岡                1m56              
             ｽｽﾞｷ ﾏｻｺ             中村学園女                               
  6   6  142 谷　　　美枝 (1)     福　岡                1m56              
             ﾀﾆ ﾖｼｴ               福翔                                     
  7  23  310 渕上　　真帆 (1)     長　崎                1m56              
             ﾌﾁｶﾐ　ﾏﾎ             長崎女                                   
  8  16  545 高丸　明日香 (1)     熊　本                1m53              
             ﾀｶﾏﾙ ｱｽｶ             熊本フェイス 
 
 
女子走幅跳 決勝  10月15日 10:30 
 
順位 試技 No.     氏    名              所属団体名       記 録   備 考 
--- --- ---- -------------------- -------------------- -------- ------------- 
  1   9  146 宇佐波　良子 (2)     福　岡                  5m86  
             ｳｻﾅﾐ ﾖｼｺ             自由ケ丘                +2.5 
  2   3  318 永岡　　飛鳥 (2)     長　崎                  5m68  
             ﾅｶﾞｵｶ　ｱｽｶ           長崎南                  +2.3 
  3   7  163 辻本　　美幸 (2)     福　岡                  5m39  
             ﾂｼﾞﾓﾄ ﾐﾕｷ            高稜                    +0.8 
  4  10  829 比嘉　真梨代 (2)     沖　縄                  5m34  
             ﾋｶﾞ ﾏﾘﾖ              中部商                  +2.8 
  5   8  162 阿部　　公栄 (2)     福　岡                  5m28  
             ｱﾍﾞ ﾋﾛｴ              北九州                  +1.6 
  6  15  728 羽田野　真理 (1)     鹿児島                  5m26  
             ﾊﾀﾉ ｼﾝﾘ              大口明光                +3.0 
  7   1  308 内野　　香苗 (1)     長　崎                  5m22  
             ｳﾁﾉ　ｶﾅｴ             長崎女                  +4.1 
  8  14  730 原田　　有加 (1)     鹿児島                  5m15  
             ﾊﾗﾀﾞ ﾕｶ              鹿児島第一              +2.7 
 
 
女子砲丸投 決勝  10月16日 10:30 
 
順位 試順 No.     氏    名            所属団体名        記 録    備  考    
--- --- ----- -------------------- -------------------- ------ ----------- 
  1  12   113 古後　百合子 (2)     福　岡                12m45             
              ｺｺﾞ ﾕﾘｺ              九州女                                   
  2  18   727 積　　友里恵 (2)     鹿児島                11m65             
              ｾｷ ﾕﾘｴ               奄美                                     
  3  10   103 福山　　葵衣 (2)     福　岡                11m57             
              ﾌｸﾔﾏ ｱｵｲ             誠修                                     
  4  23   527 杉野　　菜美 (2)     熊　本                11m11             
              ｽｷﾞﾉ ﾅﾐ              熊本国府                                 
  5  17   719 中西　　彩乃 (2)     鹿児島                11m08             
              ﾅｶﾆｼ ｱﾔﾉ             鹿児島女                                 
  6   6   332 瀧川　　真紀 (1)     長　崎                11m04             
              ﾀｷｶﾞﾜ　ﾏｷ            口加                                     
  7  16   729 山下　　鮎美 (2)     鹿児島                10m83             
              ﾔﾏｼﾀ ｱﾕﾐ             大口明光                                 
  8  21   630 湯浅　　　瞳 (1)     宮　崎                10m75            
              ﾕｱｻ ﾋﾄﾐ              日南 
 
 
女子円盤投 決勝  10月15日 15:30 
 
順位 試技 No.    氏    名             所属団体名       記 録   備 考 
--- --- ---- -------------------- -------------------- ------ ------------- 
  1  15  147 有田　　　愛 (2)     福　岡                39m06  
             ｱﾘﾀ ｱｲ               自由ケ丘             
  2   3  527 杉野　　菜美 (2)     熊　本                38m94  
             ｽｷﾞﾉ ﾅﾐ              熊本国府             
  3  21  729 山下　　鮎美 (2)     鹿児島                38m75  
             ﾔﾏｼﾀ ｱﾕﾐ             大口明光             
  4  14  152 井上　由利恵 (2)     福　岡                36m38  
             ｲﾉｳｴ ﾕﾘｴ             戸畑                 
  5  13  113 古後　百合子 (2)     福　岡                36m22  
             ｺｺﾞ ﾕﾘｺ              九州女               
  6  20  719 中西　　彩乃 (2)     鹿児島                36m07  
             ﾅｶﾆｼ ｱﾔﾉ             鹿児島女             
  7   1  528 前田　　　愛 (1)     熊　本                34m78  
             ﾏｴﾀﾞ ｱｲ              熊本国府             
  8  23  614 東　　奈央子 (2)     宮　崎                33m65  



             ﾋｶﾞｼ ﾅｵｺ             都城商 
 
 
女子やり投 決勝  10月14日 14:00 
 
順位 試技 No.    氏    名             所属団体名       記 録   備 考 
--- --- ---- -------------------- -------------------- ------ ------------- 
  1  12  319 丸尾　　梨華 (2)     長　崎                44m81  
             ﾏﾙｵ　ﾘｶ              長崎南               
  2  18  114 濱地　以訓美 (2)     福　岡                42m43  
             ﾊﾏﾁ ｲｸﾐ              九州女               
  3   3  613 上野　　美佳 (2)     宮　崎                41m99  
             ｳｴﾉ ﾐｶ               都城商               
  4   6  546 志水　　　梓 (2)     熊　本                40m42  
             ｼﾐｽﾞ ｱｽﾞｻ            熊本フェイス         
  5  16  144 花田　さゆり (2)     福　岡                40m06  
             ﾊﾅﾀﾞ ｻﾕﾘ             若松商               
  6  11  311 古門　　　葵 (2)     長　崎                39m96  
             ﾌﾙｶﾄﾞ　ｱｵｲ           長崎日大             
  7  17  115 坂本　奈津希 (1)     福　岡                39m49  
             ｻｶﾓﾄ ﾅﾂｷ             玄洋                 
  8   2  632 鳥原　日香里 (2)     宮　崎                38m08  
             ﾄﾘﾊﾗ ﾋｶﾘ             宮崎工 
 
 
女子七種競技 決勝  10月15日 9:50 
 
順位 No.  氏名                 所属            記録         備考 
---- ---- -------------------- --------------- ------------ -------------------- 
          オオサコ　ユキ 
  1   104 大佐古　有希 (2)     三潴                    4318 
                               16.22 -  1m56 -  7m97 - 26.96 -  5m01 - 31m46 - 2:24.50 
          ミヤモト　アヤカ 
  2   505 宮本　　彩加 (2)     阿蘇                    4228 
                               15.72 -  1m45 -  7m81 - 26.22 -  4m65 - 32m66 - 2:25.17 
          コハツ　アカネ 
  3   839 古波津　　茜 (2)     那覇西                  3573 
                               17.40 -  1m45 -  7m51 - 27.59 -  4m84 - 17m86 - 2:32.84 
          モリカワ　ユキ 
  4   135 森川　　　幸 (2)     中村学園女              3536 
                               16.19 -  1m35 -  7m29 - 27.44 -  4m38 - 22m52 - 2:35.84 
          モリサコ　ミサト 
  5   733 盛迫　　美里 (1)     頴娃                    3259 
                               17.62 -  1m30 -  9m01 - 28.05 -  4m64 - 24m89 - 2:57.84 
          ヒガシオンナ　リサ 
  6   841 東恩納　理沙 (2)     那覇西                  3222 
                               17.55 -  1m35 -  6m37 - 27.26 -  4m22 - 22m28 - 2:41.92 
          カワゴエ　ミホ 
  7   605 川越　　美穂 (1)     宮崎北                  3166 
                               17.86 -  1m25 -  8m72 - 29.86 -  4m15 - 32m15 - 2:46.01 
          ヤマサキ　マドカ 
  8   229 山崎　まどか (1)     牛津                    3054 
                               18.42 -  1m45 -  6m69 - 28.44 -  4m17 - 16m80 - 2:41.74 
 
 


