
大会名１ 福岡県陸上競技国体最終選考会
大会名２ 兼福岡県高校陸上学年別大会　南部ブロック予選大会

期　　日 令和1年6月22日(土) 6月23日(日)
陸 協 名　 福　岡
主催団体 福岡県高等学校体育連盟 福岡陸上競技協会
会　　場 小郡市

大会ｺｰﾄﾞ 05402008
競技場ｺｰﾄﾞ 402030

総　　務 鵜澤　　洋
審 判 長 ﾄﾗｯｸ 蓮尾　稔郎

跳躍 矢野　純
投擲 安徳　浩平

記録主任 松藤　利彦

技術総務 手島　　徹
風向風力 田中　正二
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山手　蓮大①鍋田　　剛③ 西田　智也③ 原島　太陽①福村　　薫② 柿原　詩音③ 吉水　叶透② 柿原　蓮音①

碇屋　知弥③ 能塚　新大③ 水上　　陵①

八　女 土屋　輝芳③ 浮羽究真館

田上　雄大③ 蓮尾　亮真② 仲　　伊織② 伊藤　　侑②

大牟田 穴見　　駿② 八女工 中尾　和真② 小　郡 赤司　武葵②西岡　諒哉② 明　善 水野　皓太③ 三　池 三池　優馬② 三　井 荒木　龍也②

力武　侑大③ 古閑丸慎哉③ 若佐　優希②

 3,34.53 (3,34.13)  3,38.70 (3,34.71)

伊藤　寛人③

4x400mR 尊田涼太郎③ 城﨑　翔和① 古賀　純生③ 大月　椋太①

土屋　輝芳③

 3,26.19  3,28.59 (3,27.66)  3,29.52  3,31.60 (3,29.22)  3,31.84 (3,27.55)  3,34.11

伊藤　　侑② 中尾　和真② 下川　晃司①

山下　玲二③

宮﨑　永久② 尊田涼太郎③ 武井　優弥③

柿原　蓮音① 西田　智也③ 市来　聖翔②

古賀　太一① 浮羽究真館

井本　翔大② 西岡　諒哉② 古賀　純生③

荒木　龍也② 大牟田 能塚　新大③ 小　郡 中村　　響② 八女工下川　侑飛③ 祐　誠 福村　　薫② 明　善 仲　　伊織② 三　井

江崎　亮太① 久保　淳智③ 坂田　忠洋③

 44.70 (43.59)  45.54 (44.93)  

武内　悠人①

4x100mR 竹元　理稀② 田上　雄大③ 藤田　望夢③

 42.71 (42.02)  43.83 (43.20)  43.91 (43.83)  44.36 (43.72)  44.61 (43.65)

大牟田 横田　啓輔③ 八女工 久冨　　健③ 八女工

橋本　佳樹②

 28,54.45    

赤池　　陸③ 大牟田 児玉　　稜② 大牟田 福場仁之甫②

大牟田 垂水　蓮寿② 有明高専 池田　一仁③ 八女工

5000mW  23,39.90  24,12.09  25,57.71  27,22.36

大牟田 田中　　廉② 大牟田 薬師寺鈴之介③ 小　郡 荒木　暉登①

 10,25.52  10,27.55  10,59.99  11,02.46

江崎　幹太② 三　池 江崎　壮太② 三　池 水﨑　　隼①

誠　修

3000mSC  10,00.69  10,01.00  10,01.72  10,04.06

大牟田 古谷　瞭太① 明　善 梶山　湧生① 輝翔館 眞弓　海斗①

 1,06.35  1,08.49   

柿原　蓮音① 大牟田 城﨑　翔和① 三　池 竹本　健人①

輝翔館 西田　智也③ 小　郡 城戸　　誠② 三　井

B400mH GR 57.73  59.84  1,04.45  1,05.88

八女工 緒方　海斗② 大牟田 松本　恭輔③ 小　郡 倉員　慶成②

 1,00.91  1,01.14  1,04.37 (1,02.12)  1,09.57 (1,09.36)

清田　聖人③ 有明高専 西岡　諒哉② 明　善 鍋田　　剛③

大牟田 林田　誠矢① 三池工 神﨑　信吾① 朝倉東

A400mH  56.31  57.45  58.02  59.67

明　善 竹本　健人① 大牟田 古谷　瞭太① 明　善 稲又　希虹①

 16.90  17.03  18.02  19.85
風：+3.5 榮田　駿斗① 久留米 小栁　太誠① 大牟田 井上　滉基①

誠　修 福田　和駿② 小　郡

B110mJH  15.91  16.42  16.60  16.62

祐　誠 安藤　誠斗③ 三　潴 伊藤　颯翔② 八女学院 末永　将真②

 17.60  17.60  19.13  
風：+4.2 出口　優那② 祐　誠 松本　恭輔③ 小　郡 原田　悠作③

朝　倉 岡村　啓夢① 祐　誠 安部田慧悟① 朝　倉

A110mJH  14.83  16.58  16.61  16.80

久留米 原島　太陽① 八　女 川崎　勢和① 八　女 宮森　大知①

 9,44.74  9,52.98  9,55.65  9,58.07

鳥井　天陽① 三　池 加隈　透海① 明　善 仲里　拓真①

久留米 嘉村　秋音② 有明高専 森山　翔太② 朝　倉

B3000m  9,22.52  9,25.20  9,27.04  9,29.43

三　池 鍬田　龍希③ 小　郡 藤　　　聖③ 八女工 内田　　皓②

 17,08.78  17,31.52  17,35.77  17,36.31

村本　　翔③ 大牟田 山田　卓郎② 伝習館 中山　真通②

大牟田 川崎　勢和① 八　女 木山敬士郎① 伝習館

A5000m  16,47.02  16,55.03  16,58.24  17,05.14

明　善 仲里　拓真① 久留米 古賀　響紀① 八女学院 青森　　駿①

 4,28.50  4,30.35  4,31.72  4,36.81

鳥井　天陽① 三　池 馬場　賢人① 大牟田 加隈　透海①

有明高専 畠中　太陽③ 朝　倉 中山　真通② 三　池

B1500m  4,19.64  4,19.96  4,23.41  4,24.04

八女工 池田　一仁③ 八女工 藤田　海輝③ 小　郡 杉本鴻太郎②

 4,26.74  4,34.50 (4,33.99)  4,36.26 (4,35.65)  4,36.86 (4,29.57)

林　虎大朗② 大牟田 山田　卓郎② 伝習館 藤　　　聖③

大牟田 大里　修也① 三　潴 小山　凌弥① 輝翔館

A1500m  4,11.06  4,16.67  4,20.36  4,22.37

明　善 中尾　優希① 久留米 寺尾　豪泰① 明　善 青森　　駿①

 2,17.61 (2,14.41)  2,18.15 (2,17.61)  2,18.19 (2,13.80)  2,23.18 (2,17.41)

古賀　響紀① 八女学院 江島　瑞葵① 三　潴 堀越　　光①

祐　誠 渡部　　蓮② 三　池 田邉　真之② 八女学院

B800m  2,13.85 (2,11.48)  2,14.80  2,15.38  2,16.77 (2,10.78)

浮羽究真館 能間　勇介② 久留米 牛嶋　　駿③ 三　潴 中村　優弥②

 2,13.19 (2,09.53)  2,15.21 (2,07.35)  2,15.66 (2,09.09)  2,22.44 (2,09.33)

荒木　悠汰② 八女工 蓮尾　亮真② 三　池 土屋　輝芳③

明　善 安部　陽喜① 八女工 眞弓　海斗① 誠　修

A800m  2,11.29 (2,08.06)  2,11.37 (2,09.17)  2,12.04 (2,08.48)  2,12.86

三　池 原島　太陽① 八　女 水上　　陵① 八　女 堀越　　光①

 54.65 (54.30)  54.80 (53.80)  57.39 (55.54)  58.01 (56.49)

柿原　蓮音① 大牟田 大月　椋太① 大牟田 城﨑　翔和①

八女工 伊藤　　侑② 大牟田 蓮尾　亮真② 三　池

B400m  52.01  53.13  53.52 (53.48)  54.29 (54.17)

三　井 西岡　諒哉② 明　善 土屋　輝芳③ 浮羽究真館 中村　　響②

 52.58 (52.04)  52.80 (52.01)  52.84 (52.59)  52.98 (52.64)

福村　　薫② 明　善 伊藤　寛人③ 浮羽究真館 三池　優馬②

久留米高専 安部　陽喜① 八女工 梅﨑　倖太① 誠　修

A400m  51.05  51.70  52.00 (51.51)  52.27 (51.90)

大牟田 下川　晃司① 八女工 松田　剛尚① 大牟田 岩﨑　良太①

 24.39  24.44 (24.01 +1.9)  24.54  24.59
風：+2.4 長沼　　俊① 祐　誠 山手　蓮大① 浮羽究真館 江崎　亮太①

八女工 宮﨑　永久② 祐　誠

B200m  23.39  23.83  24.17 (24.30 +1.9)  24.29 (23.81 +1.9)

祐　誠 荒木　龍也② 大牟田 仲　　伊織② 三　井 中村　　響②

 22.63  22.70  25.83  
風：+4.7 奥村　怜司③ 誠　修 尊田涼太郎③ 明　善 井本　翔大②

誠　修 松石　優斗① 久留米 渡辺　温人① 久留米大附設

A200m  22.09  22.42  22.53  22.60

浮羽究真館 下川　晃司① 八女工 永松　丈治① 八女工 梅﨑　倖太①

 11.72  11.91  11.97  12.19 (12.14 +1.9)
風：-0.7 長沼　　俊① 祐　誠 江崎　亮太① 大牟田 古賀　太一①

小　郡 能塚　新大③ 小　郡 市来　聖翔② 八女工

B100m  11.08  11.43  11.65  11.67 (11.56 +1.9)

祐　誠 尊田涼太郎③ 明　善 草場健太郎③ 久留米高専 中尾　和真②風：+4.2 草場進太郎③ 久留米高専 宮﨑　永久② 祐　誠 井本　翔大②

所　　属 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年） 所　　属

A100m  10.68 (10.87 +1.7)  10.75  10.79 (10.88 +1.8)  10.85

所　　属 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年）種　目 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年）
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福 岡 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

福 岡 陸 上 競 技 協 会 年 会 場 小郡市

 10.89  10.90  10.92  11.00 (11.07 +1.7)
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総　　合

トラック

フィールド

１日目 ２日目 ３日目

備　考

　○県大会出場権 技 術 総 務 手 島 徹気　　圧

70 6875 75 70 70 70

記 録 主 任 松 藤 利 彦

 GR は大会新、EGR は大会タイ 湿　　度 88 85 75 75 75

宮地　彪流①(祐　誠) 投擲 安 徳 浩 平27.5 26.529.5 28 27 28 28

跳躍 矢 野 純

() の記録は予選、[] は準決勝 気　　温 26 28 29 29.5 29.5

下川　侑飛③(祐　誠) 審 判 長4.3 3.6 3.62.7 4.3 2.8 2.6 3.5

ﾄﾗｯｸ 蓮 尾 稔 郎

風　　速 3.4 3.1 2.8 2.9

北北東 北 北 北 北

最 優 秀 選 手

風　　向 北 北 北 北 北東 北

晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ

総 務 鵜 澤 洋 風 向 風 力 田 中 正 二

参加人員 ３７５ 名 天　　候 晴れ

13 14 1516 17 10 11 1210 11 12 13 14 1512 13 14 15 16 17

小　郡 １５ 点

参加学校 ２９ 校 １時間毎 9 10 11

八女工 １７ 点 八　女 １５ 点大牟田 １９ 点 輝翔館 １８ 点

点

祐　誠 ８６ 点 八女学院 ２６ 点 三　井 ２３．５ 点

点 浮羽究真館 ２０ 点 小　郡 １８点 八女工 ３７ 点 久留米 ２０点 三　池 ４６ 点 祐　誠 ４２大牟田 ９５ 点 明　善 ５８

４６．５ 点 三　井 ３７ 点 八女学院７２ 点 八女工 ５４ 点 三　池祐　誠 １２８ 点 大牟田 １１４ 点 明　善

明　善 渡邉　春颯① 輝翔館

  

３６ 点 小　郡 ３３ 点

池田　道哉① 八女学院 深町　公貴① 祐　誠 中村　翔大① 八　女 蒲原寛大郎①

八女工 西村　治己② 八女学院

Bやり投  46.71  44.31  44.15  41.56  27.86  

三　潴 西田　智也③ 小　郡 髙山　大樹② 輝翔館 木下　翔太②

 37.12  33.91

笠　　拳士③ 祐　誠 古川　政吾③ 八女学院 山下　史恩③ 祐　誠 吉田　悠晃②

Aやり投  53.91  53.28  49.73  46.26  42.26  40.52

輝翔館 山下　雅斗① 祐　誠 石山　　倫① 輝翔館

  

久間　龍宝② 祐　誠 髙山　大樹② 輝翔館 村尾　哲彦③ 祐　誠 原　　　諒①

ﾊ ﾝ ﾏ ｰ 投  37.65  35.71  34.44  20.50  18.86  17.10

輝翔館 渡邉　春颯① 輝翔館 石山　　倫① 輝翔館

  

中村　翔大① 八　女 吉村　一夢① 八女学院 馬場　　廉① 小　郡 原　　　諒①

八女学院

B円盤投  25.91  24.05  18.75  18.41  12.74  10.97

祐　誠 原田　直人② 有明高専 松山　祐太② 久留米 城戸　翔太②

 21.37  

朝日　翔太③ 八女学院 竹本　　蓮② 祐　誠 佐田　翔真② 祐　誠 稲田　　駿③

A円盤投  45.04  39.63  38.31  36.96  31.48  30.98

  

宮地　彪流① 祐　誠 馬場　　廉① 小　郡 梅山　健太① 八女学院

福　島 宮瀬　翔伍② 誠　修

B砲丸投  13.68  9.96  9.54    

久留米 井手　麗夜③ 福　島 古賀　大稀② 小　郡 井上　滉平②

 7.35  6.83

村尾　哲彦③ 祐　誠 竹本　　蓮② 祐　誠 原田　直人② 有明高専 松山　祐太②

三　潴 西　　　悠① 三　池

A砲丸投 GR 15.80  14.46  11.70  10.85  10.76  8.63

三池工 金縄　寿成① 山　門 小江　希心① 明　善 室園　典弥①

 10.47 +6.7  10.31 +3.9

川島　　伯① 大牟田 馬場　尊琉① 大牟田 神﨑　信吾① 朝倉東 林田　誠矢①

小　郡

B三段跳  12.24 +4.2 (11.81 +1.8)  11.78 +7.3  11.48 +3.8 (10.85 +2.0)  11.28 +1.0  10.91 +2.0  10.69 +0.2

久留米筑水 小幡　順平② 久留米高専 樋口　海斗② 祐　誠 小藤　陽生②

 11.65 +3.2  

古賀　純生③ 三　井 笠　　勇士③ 祐　誠 秀島　歩夢③ 三　井 大石　輝地②

山　門 井口　優太① 久留米高専

A三段跳  13.36 +4.4  12.98 +3.6  12.82 +5.3 (12.68 +1.7)  12.40 +4.1 (10.67 +1.2)  12.31 +3.1 (12.24 +1.1)  11.94 +5.2

大牟田 小江　希心① 明　善 城島　和祈① 小　郡 金縄　寿成①

 4.93 +3.3 (4.91 +1.8)  4.63 +3.9 (4.50 +1.8)

秋吉　爽瑠① 祐　誠 馬場　尊琉① 大牟田 野田　陽介① 八　女 川島　　伯①

八女工 梅田　天誠③ 久留米高専

B走幅跳  6.43 +2.5 (6.34 +1.5)  6.32 +3.8 (6.07 +1.7)  6.04 +2.1 (5.69 +1.3)  6.01 +3.3  5.75 +3.8  5.10 +3.4 (4.85 +1.4)

八女工 田村　楓貴③ 久留米高専 赤司　武葵② 八　女 坂田　忠洋③

 6.07 +2.7 (6.06 +1.6)  6.02 +1.6

下川　侑飛③ 祐　誠 西本　善喬③ 八女工 松本　浩尭② 祐　誠 中山　侑大②

A走幅跳  6.99 +1.8  6.88 +3.4 (6.52 +1.3)  6.71 +2.5 (6.59 +2.0)  6.63 +3.3  6.61 +3.7 (6.59 +1.5)  6.15 +1.7

三　井

  

宮原　大輔② 三　井 田中　伶依② 山　門 河津宗一郎① 三　井 土田　泉飛①

三　井

棒 高 跳  3.60  2.80  2.40  2.40   

有明高専 井上　滉基① 明　善 西　　　悠① 三　池 猪口　一樹①

 1.55  =６位　  

蒲原寛大郎① 明　善 尾花　遼太① 八女工 山田　春杜① 三　潴 前田　　玲①

B走高跳  1.80  1.75  1.70  1.65  1.65  1.55 

祐　誠 宮﨑　恵大② 小　郡 東口　颯真② 久留米高専

  

吉田　悠晃② 三　潴 笠　　拳士③ 祐　誠 小島　遼太② 八女工 加来　大樹②

A走高跳  1.86  1.83  1.80  1.75  1.70  1.50
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久光　一澄②橋本　　涼② 冨田　星葉① 城崎　　葵③

亀井　紗月②

中村　凜架③ 城戸　菜那② 谷川　純菜①

江﨑　　雅② 原﨑　杏奈② 柴田　実和①

小　郡 木村　彩輝② 久留米

新垣美紗希③ 平田　衣麗② 吉野　祥子①

明　善 服部　　光② 八　女 西田　真美① 三　池 横溝智央里②

太田　仁渉①

江﨑さくら② 誠　修 古賀　友菜① 伝習館 木下　萌奈②

井上　華梨② 野原　紗奈① 今津　佑香①4x400mR 宮﨑　未夢② 竹下奈央子② 古賀　葵衣②

田嶋　　結①

 4,10.08  4,14.74  4,16.61  4,19.58  4,32.52  4,42.52  4,49.99  

江﨑　　雅② 平田　果琳③ 原　　妃香③

野原　紗奈①

後藤惠理名② 田島　綾華① 森　優依花② 古賀　友菜①

野崎　花帆② 緒方　琉里③ 今村　日那③

冨田　星葉① 三　池

後藤須美佳② 荒木　琴弓① 堀　　綾瀬③ 竹下奈央子②

服部　　光② 八　女 吉田　日向③ 三　井 轟　絵美留① 三　潴

西田　真美①

新垣美紗希③ 誠　修 野口　美空① 八女工 安陪　咲菜② 祐　誠 城戸　菜那② 伝習館

井上　華梨② 安達　乃愛① 柴尾　朋花①

 54.68 (53.24)

4x100mR 江﨑さくら② 髙井良彩喜① 藤野　心彩② 川添日華理②

 50.27  50.48  50.92 (50.46)  51.87  52.29  52.61 (52.09)  52.88

明　善 髙嶋　麻未③ 誠　修

  

栁　　実佑③ 誠　修 池末　桜子① 明　善 野田　唯菜③ 誠　修 上野　温加①

福　島 横溝智央里② 小　郡

5000mW  29,18.58  32,42.02  33,47.37  37,09.67  37,21.86  

誠　修 大橋　知佳② 誠　修 牟田　更紗② 祐　誠 弓削陽菜乃②

 1,16.33 (1,13.39)  1,19.97 (1,13.27)

森　優依花② 祐　誠 木下　萌奈② 明　善 古賀　葵衣② 明　善 宮﨑　未夢②

八女学院 塚本　晴羅① ありあけ新世

400mH  1,05.17  1,05.99  1,08.61  1,11.49 (1,11.02)  1,13.68 (1,13.12)  1,15.62 (1,15.23)

明　善 野原　紗奈① 三　池 柴尾　朋花① 三　潴 清水　奏帆①

 17.41  20.19

風：+1.9 谷川　純菜① 明　善 瀧上夢梨亜① 祐　誠 柴田　実和① 小　郡 伊藤　　凜①

祐　誠 大橋　知佳② 誠　修

B100mYH  15.86  16.78  16.93  17.03  17.13  17.20

三　潴 片田　莉菜② 久留米高専 今里　花莉② 八女学院 牟田　更紗②

 17.52  18.51

風：+3.4 森　優依花② 祐　誠 中村　凜架③ 誠　修 古賀　葵衣② 明　善 今村　日那③

A100mH  15.52  15.60  15.95  16.04  16.95  17.09

小　郡

  

吉野　祥子① 明　善 和田　鈴夏① 明　善 末﨑梨央奈① 小　郡 谷川　美生①

B3000m  10,49.49  12,00.23  13,19.35  13,36.09   

三　潴 草野　菜月② 小　郡 福永　涼華② 久留米

  

大田　真瑚② 明　善 兼岡　沙耶③ 八女工 中尾よりか② 伝習館 松本　風香②

久留米大附設 秋吉梨鈴佳① 朝　倉

A3000m  11,28.78  11,39.29  11,44.36  11,49.45  12,01.28  12,49.96

明　善 ジェンキンズ花① 伝習館 日名子綾音① 久留米大附設 松浦　侑菜①

 5,51.80  6,04.94

吉野　祥子① 明　善 荒巻　瑞歩① 伝習館 後藤　彩季① 三　池 和田　鈴夏①

小　郡 栁　　実佑③ 誠　修

B1500m  4,58.26  5,13.47  5,30.54  5,35.54  5,43.28  5,48.40

明　善 石川　日菜② 朝　倉 宮路　紗暢② 八女学院 草野　菜月②

 5,30.50  5,34.27

橋本　　涼② 八　女 西村　友季② 久留米 田中　亜美② 八女工 大田　真瑚②

八　女 高田　真衣① 久留米

A1500m  4,59.51  5,10.46  5,13.73  5,13.78  5,21.61  5,26.99

有明高専 ジェンキンズ花① 伝習館 池末　桜子① 明　善 三角　安路①

 2,52.61 (2,51.24)  2,52.66 (2,52.62)

荒巻　瑞歩① 伝習館 宮﨑　菜々① 明　善 後藤　彩季① 三　池 柴尾　知美①

南　筑 東野　春花③ 福　島

B800m  2,28.93  2,32.66  2,38.88  2,39.27  2,47.32 (2,45.18)  2,47.99 (2,45.49)

三　池 宮路　紗暢② 八女学院 西村　友季② 久留米 中村　夏実②

 2,45.09  2,56.52 (2,49.56)

橋本　　涼② 八　女 田中　亜美② 八女工 城崎　　葵③ 小　郡 原﨑　杏奈②

浮羽究真館

A800m  2,27.32  2,28.82  2,29.20  2,29.22  2,29.32  2,31.74

明　善 武内　智怜① 朝　倉 今津　佑香① 小　郡 寺松由莉亜①

 1,12.97  

西田　真美① 三　池 荒木　琴弓① 八女工 辻　　怜子① 朝　倉 宮﨑　菜々①

朝　倉 井上　華梨② 八　女

B400m  1,04.35  1,05.71  1,07.29  1,07.33  1,12.01  1,12.39

明　善 宮﨑　未夢② 誠　修 鐘ヶ江夏鈴② 誠　修 和田　環奈②

 1,04.77 (1,04.30)  1,05.52 (1,04.34)

江﨑さくら② 誠　修 城戸　菜那② 伝習館 服部　　光② 八　女 木下　萌奈②

三　池 一森　楓菜① 有明高専

A400m  1,00.09  1,00.16  1,00.22  1,01.56  1,03.00  1,03.84

八女工 冨田　星葉① 三　池 長　　莉穂① 大牟田 西田　真美①

 28.66 (27.78 +1.4)  29.18

風：+4.0 野口　美空① 八女工 古賀　友菜① 伝習館 髙井良彩喜① 八女工 荒木　琴弓①

久留米筑水 江﨑　　雅② 八　女

B200m  26.71  26.86  27.13  27.34 (27.37 +1.4)  28.21  28.57 (27.66 +1.4)

八　女 江﨑さくら② 誠　修 後藤須美佳② 誠　修 寺松　瑠菜③

 27.43  27.78

風：+3.9 新垣美紗希③ 誠　修 城戸　菜那② 伝習館 緒方　琉里③ 三　井 服部　　光②

三　井 奥本　遥花① 八　女

A200m  25.08  25.92  26.14  26.30 (26.69 +1.6)  26.37 (26.66 +1.6)  26.88

八女工 長　　莉穂① 大牟田 瀧上夢梨亜① 祐　誠 安達　乃愛①

 13.84 (13.88 +1.4)  14.01 (14.12 +1.9)

風：+3.0 野口　美空① 八女工 古賀　友菜① 伝習館 冨田　星葉① 三　池 髙井良彩喜①

誠　修 山﨑　千歩③ 八女工

B100m  12.70  12.73 (12.87 +1.4)  12.75 (12.77 +1.9)  13.00 (13.15 +1.4)  13.16  13.33 (13.40 +1.9)

祐　誠 寺松　瑠菜③ 久留米筑水 安陪　咲菜② 祐　誠 後藤惠理名②

 13.18  13.32 (13.38 +2.0)

風：+4.2 新垣美紗希③ 誠　修 緒方　琉里③ 三　井 後藤須美佳② 誠　修 堀　　綾瀬③

所　　属 氏　名（学年） 所　　属

A100m  12.10 (12.81 +2.0)  12.43  12.60  12.88  13.00  13.11

所　　属 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年）

記　　録 記　　録

種　目 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年）

記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録

福 岡 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

福 岡 陸 上 競 技 協 会 年 会 場 小郡市 陸 上 競 技 場
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総　　合

トラック

フィールド

１日目 ２日目 ３日目

備　考

技 術 総 務 手 島 徹

谷川　純菜①（明　善）

気　　圧

6875 70 70 70 70

松 藤 利 彦

 GR は大会新、EGR は大会タイ 湿　　度 88 85 75 75 75 75

投擲 安 徳 浩 平 記 録 主 任27.5 26.529.5 28 27 28 28

跳躍 矢 野 純

() の記録は予選、[] は準決勝 気　　温 26 28 29 29.5 29.5

本園　真弓②（祐　誠） 審 判 長4.3 3.6 3.62.7 4.3 2.8 2.6 3.5

ﾄﾗｯｸ 蓮 尾 稔 郎

風　　速 3.4 3.1 2.8 2.9

北北東 北 北 北 北

最 優 秀 選 手

風　　向 北 北 北 北 北東 北

晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ参加人員 218 名 天　　候 晴れ

17 18 総 務 鵜 澤 洋 風 向 風 力 田 中 正 二11 12 13 14 15 1614 15 16 17 18 1016 17 10 11

点

12 1310 11 12 13 14 15

１１ 点 有明高専 ７ 点

参加学校 28 校 １時間毎 9

１４ 点 久留米 １２．５ 点 三　潴２１ 点 三　井 １９ 点 明　善

八女工 ４６ 点 八　女 ４５点 誠　修 ８３ 点 伝習館 ５１

小　郡 １９ 点

祐　誠 ９５ 点 誠　修 ２１ 点 八　女

三　池 ２７ 点 八　女 ２４ 点八女工 ４６ 点 祐　誠 ２７

祐　誠 １２２ 点 明　善 ８９

祐　誠 久冨　七海① 明　善

    

点

明　善 ７５ 点 誠　修 ６２ 点 伝習館 ４７ 点

点 三　井 ２９ 点 三　池 ２７点

松田　李亜① 三　井 冨田　月葉① 誠　修 作田ユリカ①

八　女 清原小百合② 久留米高専 平田　優奈② 有明高専

Bやり投  27.15  26.10  25.41  23.06

八　女 石橋　紗彩② 祐　誠 山下　実咲② 八　女 雨野　那美②

 30.52  28.35  25.86  21.69

江藤　友美② 祐　誠 平田　果琳③ 三　井 平　　華帆②

Aやり投  36.33  33.74  33.45  30.53

祐　誠

    

牛込　帆海② 祐　誠 石橋　紗彩② 祐　誠 永田　万菜③

ﾊ ﾝ ﾏ ｰ 投 GR 32.44  18.21  14.79  

    

中野　稚子① 八　女 久冨　七海① 明　善

八　女

B円盤投  18.83  18.11   

祐　誠 齋藤　美結② 八　女 権藤瀬李菜② 三　井 北原　莉子②

 20.61  18.65   

本園　真弓② 祐　誠 山口　明里② 祐　誠 牛込　帆海②

A円盤投  35.16  28.57  27.30  23.96

    

冨田　月葉① 誠　修 倉重　美里① 久留米筑水

八　女 和仁あやね② 有明高専 北原　莉子② 八　女

B砲丸投  7.37  6.76   

祐　誠 清原小百合② 久留米高専 雨野　那美② 八　女 齋藤　美結②

 6.97  6.79  6.65  6.13

中村　江里② 祐　誠 本園　真弓② 祐　誠 江藤　友美②

A砲丸投  10.14  8.65  8.58  7.43

誠　修 吉原　一花② 誠　修 永利　優衣② 祐　誠

 9.16 +3.6    

丸山　華凜② 祐　誠 藤野　心彩② 祐　誠 杉村　月子③

久留米

三 段 跳  10.45 +5.5  10.23 +2.1  10.14 +3.4 (9.97 +1.6)  9.65 +5.2 (9.29 +1.9)

祐　誠 高安　あい① 久留米 柴田　実和① 小　郡 若木咲来良①

 4.26 +1.9  3.88 +4.9 (3.68 +1.8)   

轟　絵美留① 三　潴 一森　楓菜① 有明高専 青木　愛美①

八　女 金子　穂香③ 久留米高専 山崎美菜子② 八　女

B走幅跳  4.73 +3.1  4.70 +3.5 (4.53 +1.7)  4.63 +2.8 (4.42 +1.4)  4.45 +2.4

三　潴 中村　凜架③ 誠　修 七條　来夢② 有明高専 野崎　花帆②

 4.78 +3.5 (4.55 +1.7)  4.60 +3.5  4.55 +4.6  4.52 +4.0

藤野　心彩② 祐　誠 丸山　華凜② 祐　誠 原　　妃香③

A走幅跳  5.33 +2.9  5.31 +3.3  4.94 +2.9 (4.40 +1.5)  4.89 +5.1

    

吉田　日向③ 三　井

棒 高 跳 EGR 3.00    

久留米 雫石　梨央① 三池工 永留　立袈① 小　郡

 1.20    

谷川　純菜① 明　善 古賀　玲香① 久留米 樋口　七海①

三　潴 杉村　月子③ 誠　修 馬場　未侑② 八　女

B走高跳  1.48  1.40  1.25  1.25  =３位

伝習館 永田　万菜③ 祐　誠 杉　　舞華② 山　門 小林　伊織②

 1.48  1.45  1.45  1.35 

永利　優衣② 祐　誠 油布　望愛③ 朝　倉 川添日華理②

A走高跳  1.57  1.54  1.51  1.51 



福岡県陸上競技国体最終選考会南部ブロック予選会

クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
06/22 男子 1 1 草場進太郎③  10.87 2 市来　聖翔②  11.07 3 荒木　龍也②  11.09 4 安川　陸斗②  11.74

A100m 予選 　久留米高専 　八女工 　大牟田 　久留米
5 松﨑賢太郎②  11.81 6 與田雄士郎②  11.93 7 坪井　瞭太②  12.84

　八　女 　三池工 　南　筑
2 1 草場健太郎③  10.90 2 能塚　新大③  10.92 3 橋本　佳樹②  11.49 4 窪津　一希②  11.70

　久留米高専 　小　郡 　浮羽究真館 　誠　修
5 戸塚　巧也②  11.77 6 川上　和真②  11.82 7 宮川倫太朗②  12.48

　大牟田 　朝　倉 　八女学院
3 1 宮﨑　永久②  10.91 2 中尾　和真②  10.92 3 井上　海伸③  11.34 4 藤田　望夢③  11.59

　祐　誠 　小　郡 　誠　修 　三　井
5 梅田　天誠③  11.77 6 河野　準平②  11.80 7 木林　志颯②  12.13

　久留米高専 　三池工 　朝　倉
4 1 尊田涼太郎③  11.02 2 伊藤　颯翔②  11.16 3 吉田　勝弘②  11.61 4 吉水　叶透②  11.83

　明　善 　八女学院 　三池工 　三　井
5 杉野　　翼③  12.08 6 大西　寛侍②  12.63 江藤　憲太② 欠場    

　久留米筑水 　浮羽工 　朝倉東
5 1 井本　翔大②  10.88 2 池田　瞬平③  11.36 3 久保　淳智③  11.47 4 村上　陽紀②  11.82

　祐　誠 　朝　倉 　小　郡 　八女学院
5 久保田郁也③  11.92 6 藤浦　怜児②  12.57 7 大部　亮太②  12.85 稲葉　侑大③ 欠場    

　福　島 　久留米筑水 　浮羽工 　三　井
06/22 男子 1 1 草場進太郎③  10.68 2 宮﨑　永久②  10.75 3 井本　翔大②  10.79 4 尊田涼太郎③  10.85

A100m 決勝 　久留米高専 　祐　誠 　祐　誠 　明　善
5 草場健太郎③  10.89 6 中尾　和真②  10.90 7 能塚　新大③  10.92 8 市来　聖翔②  11.00

　久留米高専 　小　郡 　小　郡 　八女工
06/23 男子 1 1 草場進太郎③  21.96 2 中村　　響②  22.64 3 宇都宮雅央②  23.74 4 池田　匠吾②  24.03

A200m 予選 　久留米高専 　八女工 　朝倉東 　三池工
5 橋本　佳樹②  24.36 6 太田政五郎②  24.62 7 中藤　大稔②  24.68 中尾　和真② 欠場    

　浮羽究真館 　朝　倉 　輝翔館 　小　郡
2 1 仲　　伊織②  22.45 2 荒木　龍也②  22.56 3 赤司　武葵②  23.31 4 江下　蓮斗②  24.05

　三　井 　大牟田 　八　女 　小　郡
5 河野　準平②  24.08 6 富松　拓弥②  24.46 7 矢田貝我篤②  24.47 8 杉野　　翼③  25.25

　三池工 　久留米 　三　潴 　久留米筑水
3 1 奥村　怜司③  22.99 2 若佐　優希②  23.43 3 與田雄士郎②  23.71 4 安川　陸斗②  24.18

　誠　修 　八　女 　三池工 　久留米
5 吉水　叶透②  24.43 6 久保田郁也③  24.64 7 淺田　晋作②  24.75 福村　　薫② 欠場    

　三　井 　福　島 　八女学院 　明　善
4 1 井本　翔大②  22.37 2 尊田涼太郎③  22.56 3 池田　瞬平③  23.50 4 古賀　崇馬②  23.50

　祐　誠 　明　善 　朝　倉 　三　池
5 村上　陽紀②  24.59 6 古賀　大翔②  25.26 7 西　　啓汰②  27.39

　八女学院 　有明高専 　朝倉東
5 1 宮﨑　永久②  22.07 2 市山　世生②  23.59 3 宮崎　智弥②  23.59 4 椿原　快生②  24.78

　祐　誠 　誠　修 　久留米 　輝翔館
5 宮川倫太朗②  25.07 6 皆倉　魁斗③  25.94 草場健太郎③ 欠場    

　八女学院 　小　郡 　久留米高専
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福岡県陸上競技国体最終選考会南部ブロック予選会

クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
06/23 男子 1 1 奥村　怜司③  22.09 2 尊田涼太郎③  22.42 3 井本　翔大②  22.53 4 荒木　龍也②  22.60

A200m 決勝 　誠　修 　明　善 　祐　誠 　大牟田
5 仲　　伊織②  22.63 6 中村　　響②  22.70 7 宮﨑　永久②  25.83 草場進太郎③ 欠場    

　三　井 　八女工 　祐　誠 　久留米高専
06/22 男子 1 1 福村　　薫②  52.12 2 宮崎　智弥②  53.61 3 古賀　崇馬②  53.71 4 宇都宮雅央②  53.94

A400m 予選 　明　善 　久留米 　三　池 　朝倉東
5 河原　翔英②  53.99 6 荒木　悠汰②  54.76 7 副島　央登②  55.78 8 中園　雅稀②  57.50

　小　郡 　八女工 　久留米高専 　八　女
2 1 西岡　諒哉②  51.90 2 中村　　響②  52.01 3 伊藤　寛人③  52.27 4 蓮尾　亮真②  52.64

　明　善 　八女工 　浮羽究真館 　三　池
5 永野　拓海②  54.37 6 北原　海斗③  54.68 7 田中　祐人②  57.50 8 升元　大登②  1,00.59

　朝　倉 　誠　修 　久留米 　三池工
3 1 伊藤　　侑②  52.59 2 山﨑　敬太②  52.83 3 古閑丸慎哉③  53.88 4 東　　裕平③  55.09

　大牟田 　三池工 　小　郡 　祐　誠
5 倉員　慶成②  55.97 6 山下　玲二③  56.68 7 平川　湧大②  57.01

　輝翔館 　浮羽究真館 　久留米筑水
4 1 三池　優馬②  51.51 2 土屋　輝芳③  52.04 3 楢木　大翔②  53.43 4 市山　世生②  53.65

　三　井 　浮羽究真館 　朝　倉 　誠　修
5 松尾　航希③  53.91 6 椿原　快生②  54.43 7 立花　昇太②  54.89

　八女学院 　輝翔館 　祐　誠
06/22 男子 1 1 福村　　薫②  51.05 2 伊藤　寛人③  51.70 3 三池　優馬②  52.00 4 西岡　諒哉②  52.27

A400m 決勝 　明　善 　浮羽究真館 　三　井 　明　善
5 土屋　輝芳③  52.58 6 中村　　響②  52.80 7 伊藤　　侑②  52.84 8 蓮尾　亮真②  52.98

　浮羽究真館 　八女工 　大牟田 　三　池
06/23 男子 1 1 中村　優弥②  2,07.35 2 土屋　輝芳③  2,08.48 3 田邉　真之②  2,09.33 4 田村　拓磨②  2,15.19

A800m 予選 　祐　誠 　浮羽究真館 　八女学院 　久留米高専
5 河原　翔英②  2,16.38 6 池末　智輝③  2,18.81 7 川上　和真②  2,35.66 田中　祐人② 欠場    

　小　郡 　三　井 　明　善 　久留米
2 1 荒木　悠汰②  2,08.06 2 渡部　　蓮②  2,09.09 3 和田　蘭丸②  2,10.03 4 平川　湧大②  2,14.33

　八女工 　三　池 　朝　倉 　久留米筑水
5 白石　祐斗②  2,15.99 6 秋山　祐紀③  2,16.80 7 井ノ口裕喜②  2,18.34 竹元　泰智③ 欠場    

　祐　誠 　小　郡 　八　女 　大牟田
3 1 能間　勇介②  2,14.70 2 松尾　航希③  2,15.75 3 森　　彪流②  2,16.23 4 栗原　康希②  2,16.36

　久留米 　八女学院 　朝　倉 　祐　誠
5 堺　　柊也③  2,18.33 6 廣瀬　楓馬②  2,26.35 乗冨　賢太② 欠場    鬼塚　秀斗③ 欠場    

　福　島 　浮羽究真館 　三　井 　大牟田
4 1 蓮尾　亮真②  2,09.17 2 牛嶋　　駿③  2,09.53 3 上野　大翔③  2,10.37 4 鹿子生有起②  2,12.10

　三　池 　三　潴 　朝　倉 　八　女
5 西村　陽翔②  2,13.08 6 大津　基成②  2,13.44 7 杉野　恭久③  2,26.56

　有明高専 　輝翔館 　三池工

令和1年6月23日  16:01  Pgae 7/25Data Processing by FRK



福岡県陸上競技国体最終選考会南部ブロック予選会

クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
06/23 男子 1 1 荒木　悠汰②  2,11.29 2 蓮尾　亮真②  2,11.37 3 土屋　輝芳③  2,12.04 4 能間　勇介②  2,12.86

A800m 決勝 　八女工 　三　池 　浮羽究真館 　久留米
5 牛嶋　　駿③  2,13.19 6 中村　優弥②  2,15.21 7 渡部　　蓮②  2,15.66 8 田邉　真之②  2,22.44

　三　潴 　祐　誠 　三　池 　八女学院
06/22 男子 1 1 林　虎大朗②  4,32.40 2 池田　一仁③  4,33.59 3 杉本鴻太郎②  4,33.99 4 江　真多郎②  4,35.57

A1500m 予選 　大牟田 　八女工 　有明高専 　祐　誠
5 畠中　太陽③  4,35.65 6 田邉　真之②  4,38.54 7 牛嶋　　駿③  4,40.31 8 和田　蘭丸②  4,41.00

　朝　倉 　八女学院 　三　潴 　朝　倉
9 白倉　達啓②  4,43.12 10 大津　基成②  4,47.57 11 原口　泰志②  4,48.76 12 廣瀬　楓馬②  5,24.69

　久留米大附設 　輝翔館 　明　善 　浮羽究真館
友添　　翼③ 欠場    
　三池工

2 1 寺尾　　実③  4,29.52 2 中山　真通②  4,29.57 3 山田　卓郎②  4,29.71 4 藤田　海輝③  4,32.34
　明　善 　三　池 　伝習館 　小　郡

5 藤　　　聖③  4,32.68 6 能間　勇介②  4,33.99 7 佐田　　学②  4,34.04 8 田村　拓磨②  4,43.16
　八女工 　久留米 　祐　誠 　久留米高専

9 久保山友雅②  4,50.56 10 鹿子生有起②  4,51.27 11 古川　太陽③  5,01.26 金沢　晴飛② 欠場    
　輝翔館 　八　女 　三池工 　有明高専

06/22 男子 1 1 林　虎大朗②  4,11.06 2 山田　卓郎②  4,16.67 3 藤　　　聖③  4,20.36 4 池田　一仁③  4,22.37
A1500m 決勝 　大牟田 　伝習館 　八女工 　八女工

5 藤田　海輝③  4,26.74 6 杉本鴻太郎②  4,34.50 7 畠中　太陽③  4,36.26 8 中山　真通②  4,36.86
　小　郡 　有明高専 　朝　倉 　三　池

9 江　真多郎②  4,39.11 10 佐田　　学②  4,46.96 11 能間　勇介②  4,49.36 寺尾　　実③ 欠場    
　祐　誠 　祐　誠 　久留米 　明　善

06/23 男子 1 1 村本　　翔③  16,47.02 2 山田　卓郎②  16,55.03 3 中山　真通②  16,58.24 4 鍬田　龍希③  17,05.14
A5000m 決勝 　大牟田 　伝習館 　三　池 　小　郡

5 藤　　　聖③  17,08.78 6 内田　　皓②  17,31.52 7 嘉村　秋音②  17,35.77 8 森山　翔太②  17,36.31
　八女工 　久留米 　有明高専 　朝　倉

9 寺尾　　実③  17,41.47 10 山下　真宇②  18,24.28 11 田川　純平②  18,32.32 12 古川　太陽③  18,51.51
　明　善 　小　郡 　祐　誠 　三池工

13 川﨑　　凜②  19,05.66 友添　　翼③ 欠場    長　　純希③ 欠場    
　祐　誠 　三池工 　三　池

06/22 男子 1 1 出口　優那②  14.83 2 松本　恭輔③  16.58 3 原田　悠作③  16.61 4 安藤　誠斗③  16.80
A110mJH 決勝 　祐　誠 　小　郡 　祐　誠 　三　潴

5 伊藤　颯翔②  17.60 6 末永　将真②  17.60 7 福田　和駿②  19.13
　八女学院 　誠　修 　小　郡
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福岡県陸上競技国体最終選考会南部ブロック予選会

クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
06/23 男子 1 1 緒方　海斗②  1,01.56 2 西田　智也③  1,02.12 3 倉員　慶成②  1,02.45 4 城戸　　誠②  1,09.36

A400mH 予選 　大牟田 　小　郡 　輝翔館 　三　井
加藤　月渚② 欠場    柿原　詩音③ 欠場    
　三池工 　三　池

2 1 清田　聖人③  59.62 2 西岡　諒哉②  1,00.96 3 鍋田　　剛③  1,01.07 4 松本　恭輔③  1,01.47
　有明高専 　明　善 　八女工 　小　郡
原田　悠作③ 欠場    
　祐　誠

06/23 男子 1 1 清田　聖人③  56.31 2 西岡　諒哉②  57.45 3 鍋田　　剛③  58.02 4 緒方　海斗②  59.67
A400mH 決勝 　有明高専 　明　善 　八女工 　大牟田

5 松本　恭輔③  1,00.91 6 倉員　慶成②  1,01.14 7 西田　智也③  1,04.37 8 城戸　　誠②  1,09.57
　小　郡 　輝翔館 　小　郡 　三　井

06/23 男子 1 1 江崎　幹太②  10,00.69 2 江崎　壮太②  10,01.00 3 水﨑　　隼①  10,01.72 4 田中　　廉②  10,04.06
共通3000mSC 決勝 　三　池 　三　池 　大牟田 　大牟田

5 薬師寺鈴之介③  10,25.52 6 荒木　暉登①  10,27.55 7 垂水　蓮寿②  10,59.99 8 池田　一仁③  11,02.46
　小　郡 　大牟田 　有明高専 　八女工

9 佐田　　学②  11,07.52 10 原口　泰志②  11,08.40 11 江　真多郎②  11,29.65 12 久保山友雅②  11,41.57
　祐　誠 　明　善 　祐　誠 　輝翔館

13 喜多村陽斗①  11,41.58 14 鹿毛　森吏①  13,52.70 藤田　海輝③ 欠場    長　　純希③ 欠場    
　八女工 　三　潴 　小　郡 　三　池

06/22 男子 1 1 赤池　　陸③  23,39.90 2 児玉　　稜②  24,12.09 3 福場仁之甫②  25,57.71 4 横田　啓輔③  27,22.36
共通5000mW 決勝 　大牟田 　大牟田 　大牟田 　八女工

5 久冨　　健③  28,54.45 杉野　恭久③ 途中棄権
　八女工 　三池工

06/22 男子 1 1 小　郡  43.65 2 三　井  43.83 3 浮羽究真館  44.93 4 久留米高専  45.36
4x100mR 予選  久保　淳智③  藤田　望夢③  橋本　佳樹②  梅田　天誠③

 能塚　新大③  仲　　伊織②  古賀　太一①  草場進太郎③
 西田　智也③  古賀　純生③  武内　悠人①  田村　楓貴③
 中尾　和真②  三池　優馬②  土屋　輝芳③  小幡　順平②
久留米大附設 失格    
 井上　聖也①
 手塚　陽人①
 中山　　寛①
 渡辺　温人①

2 1 明　善  43.20 2 八女工  43.59 3 八　女  45.19 4 誠　修  45.22
 田上　雄大③  坂田　忠洋③  田中駿太郎①  井上　海伸③
 福村　　薫②  中村　　響②  若佐　優希②  梅﨑　倖太①
 西岡　諒哉②  市来　聖翔②  野田　陽介①  市山　世生②
 尊田涼太郎③  下川　晃司①  赤司　武葵②  窪津　一希②

5 有明高専  45.51 6 久留米  46.56
 清田　聖人③  宮崎　智弥②
 日髙　風詩②  安川　陸斗②
 野中颯一郎③  富松　拓弥②
 山本　颯馬②  松石　優斗①
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福岡県陸上競技国体最終選考会南部ブロック予選会

クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力

3 1 祐　誠  42.02 2 大牟田  43.72 3 三池工  45.05 4 三　潴  45.94
 竹元　理稀②  江崎　亮太①  吉田　勝弘②  山田　春杜①
 下川　侑飛③  荒木　龍也②  池田　匠吾②  安藤　誠斗③
 井本　翔大②  柿原　蓮音①  河野　準平②  吉田　悠晃②
 宮﨑　永久②  伊藤　　侑②  山﨑　敬太②  矢田貝我篤②

5 朝倉東  46.49 八女学院 失格    
 調　　祐希①  淺田　晋作②
 平山公士朗②  松尾　航希③
 神﨑　信吾①  村上　陽紀②
 宇都宮雅央②  伊藤　颯翔②

06/23 男子 1 1 祐　誠  42.71 2 明　善  43.83 3 三　井  43.91 4 大牟田  44.36
4x100mR 決勝  竹元　理稀②  田上　雄大③  藤田　望夢③  江崎　亮太①

 下川　侑飛③  福村　　薫②  仲　　伊織②  荒木　龍也②
 井本　翔大②  西岡　諒哉②  古賀　純生③  柿原　蓮音①
 宮﨑　永久②  尊田涼太郎③  武井　優弥③  伊藤　　侑②

5 小　郡  44.61 6 八女工  44.70 7 浮羽究真館  45.54 三池工 失格    
 久保　淳智③  坂田　忠洋③  橋本　佳樹②  吉田　勝弘②
 能塚　新大③  中村　　響②  古賀　太一①  池田　匠吾②
 西田　智也③  市来　聖翔②  武内　悠人①  河野　準平②
 中尾　和真②  下川　晃司①  土屋　輝芳③  山﨑　敬太②

06/22 男子 1 1 明　善  3,29.79 2 三　井  3,29.90 3 浮羽究真館  3,34.71 4 三池工  3,37.72
4x400mR 予選  尊田涼太郎③  古賀　純生③  橋本　佳樹②  與田雄士郎②

 堀越　　光①  三池　優馬②  土屋　輝芳③  山﨑　敬太②
 田上　雄大③  仲　　伊織②  伊藤　寛人③  中山　将吾②
 福村　　薫②  吉水　叶透②  山手　蓮大①  池田　匠吾②

5 誠　修  3,40.52 6 久留米高専  3,46.87 7 輝翔館  3,49.74
 市山　世生②  副島　央登②  倉員　慶成②
 北原　海斗③  田村　拓磨②  椿原　快生②
 窪津　一希②  岩﨑　良太①  梶山　湧生①
 井上　海伸③  小幡　順平②  大津　基成②

2 1 八女工  3,27.55 2 三　池  3,27.66 3 大牟田  3,29.22 4 八　女  3,34.13
 鍋田　　剛③  古賀　崇馬②  大月　椋太①  水上　　陵①
 碇屋　知弥③  蓮尾　亮真②  伊藤　　侑②  赤司　武葵②
 力武　侑大③  渡部　　蓮②  荒木　龍也②  若佐　優希②
 荒木　悠汰②  柿原　詩音③  柿原　蓮音①  原島　太陽①

5 小　郡  3,34.51 6 祐　誠  3,42.30 7 久留米  3,44.64
 古閑丸慎哉③  東　　裕平③  宮崎　智弥②
 能塚　新大③  出口　優那②  安川　陸斗②
 河原　翔英②  竹元　理稀②  能間　勇介②
 西田　智也③  立花　昇太②  松石　優斗①
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福岡県陸上競技国体最終選考会南部ブロック予選会

クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
06/23 男子 1 1 明　善  3,26.19 2 三　池  3,28.59 3 三　井  3,29.52 4 大牟田  3,31.60

4x400mR 決勝  尊田涼太郎③  城﨑　翔和①  古賀　純生③  大月　椋太①
 西岡　諒哉②  水野　皓太③  三池　優馬②  荒木　龍也②
 田上　雄大③  蓮尾　亮真②  仲　　伊織②  伊藤　　侑②
 福村　　薫②  柿原　詩音③  吉水　叶透②  柿原　蓮音①

5 八女工  3,31.84 6 小　郡  3,34.11 7 八　女  3,34.53 8 浮羽究真館  3,38.70
 力武　侑大③  古閑丸慎哉③  若佐　優希②  山下　玲二③
 穴見　　駿②  中尾　和真②  赤司　武葵②  土屋　輝芳③
 碇屋　知弥③  能塚　新大③  水上　　陵①  伊藤　寛人③
 鍋田　　剛③  西田　智也③  原島　太陽①  山手　蓮大①

06/22 男子 1 1 吉田　悠晃②  1.86 2 笠　　拳士③  1.83 3 小島　遼太②  1.80 4 加来　大樹②  1.75
A走高跳 決勝 　三　潴 　祐　誠 　八女工 　祐　誠

5 宮﨑　恵大②  1.70 6 東口　颯真②  1.50 青木　　陸② 記録なし 出口　優那② 欠場    
　小　郡 　久留米高専 　小　郡 　祐　誠

06/22 男子 1 1 宮原　大輔②  3.60 2 田中　伶依②  2.80 3 河津宗一郎①  2.40 4 土田　泉飛①  2.40
共通棒高跳 決勝 　三　井 　山　門 　三　井 　三　井

下坂享士朗② 欠場    
　山　門

06/22 男子 1 1 下川　侑飛③  6.99 2 西本　善喬③  6.88 3 松本　浩尭②  6.71 4 中山　侑大②  6.63
A走幅跳 決勝 　祐　誠  +1.8 　八女工  +3.4 　祐　誠  +2.5 　八女工  +3.3

5 田村　楓貴③  6.61 6 赤司　武葵②  6.15 7 坂田　忠洋③  6.07 8 梅田　天誠③  6.02
　久留米高専  +3.7 　八　女  +1.7 　八女工  +2.7 　久留米高専  +1.6

9 大石　輝地②  5.91 10 矢田貝我篤②  5.84 11 平山公士朗②  5.67 12 若佐　優希②  5.59
　久留米筑水  +2.6 　三　潴  +2.1 　朝倉東  +1.4 　八　女  +1.9

13 大里　竜紀②  5.46 14 末永　将真②  5.42 15 中山　将吾②  5.30 16 加藤　月渚②  5.16
　大牟田  +2.6 　誠　修  +1.0 　三池工  +1.8 　三池工  +2.1

17 藤浦　怜児②  5.11 18 西　　啓汰②  5.01 19 中藤　大稔②  5.00 20 柴原　宏文②  4.90
　久留米筑水  +2.6 　朝倉東  +2.8 　輝翔館  +2.9 　三池工  +2.5
小藤　陽生② 記録なし 能塚　新大③ 欠場    水野　皓太③ 欠場    
　小　郡 　小　郡 　三　池

06/23 男子 1 1 古賀　純生③  13.36 2 笠　　勇士③  12.98 3 秀島　歩夢③  12.82 4 大石　輝地②  12.40
A三段跳 決勝 　三　井 +4.4 　祐　誠 +3.6 　三　井 +5.3 　久留米筑水 +4.1

5 小幡　順平②  12.31 6 樋口　海斗②  11.94 7 小藤　陽生②  11.65 水野　皓太③ 欠場    
　久留米高専 +3.1 　祐　誠 +5.2 　小　郡 +3.2 　三　池
仲　　伊織② 欠場    
　三　井

06/22 男子 1 1 村尾　哲彦③  15.80 2 竹本　　蓮②  14.46 3 原田　直人②  11.70 4 松山　祐太②  10.85
A砲丸投 決勝 　祐　誠 　祐　誠 　有明高専 　久留米

5 井手　麗夜③  10.76 6 古賀　大稀②  8.63 7 井上　滉平②  7.35 8 宮瀬　翔伍②  6.83
　福　島 　小　郡 　福　島 　誠　修
本田　悠真② 欠場    
　有明高専
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福岡県陸上競技国体最終選考会南部ブロック予選会

クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
06/23 男子 1 1 朝日　翔太③  45.04 2 竹本　　蓮②  39.63 3 佐田　翔真②  38.31 4 稲田　　駿③  36.96

A円盤投 決勝 　八女学院 　祐　誠 　祐　誠 　祐　誠
5 原田　直人②  31.48 6 松山　祐太②  30.98 7 城戸　翔太②  21.37

　有明高専 　久留米 　八女学院
06/22 男子 1 1 久間　龍宝②  37.65 2 髙山　大樹②  35.71 3 村尾　哲彦③  34.44 4 原　　　諒①  20.50

共通ﾊﾝﾏｰ投 決勝 　祐　誠 　輝翔館 　祐　誠 　輝翔館
5 山下　雅斗①  18.86 6 石山　　倫①  17.10

　祐　誠 　輝翔館
06/23 男子 1 1 笠　　拳士③  53.91 2 古川　政吾③  53.28 3 山下　史恩③  49.73 4 吉田　悠晃②  46.26

Aやり投 決勝 　祐　誠 　八女学院 　祐　誠 　三　潴
5 西田　智也③  42.26 6 髙山　大樹②  40.52 7 木下　翔太②  37.12 8 西村　治己②  33.91

　小　郡 　輝翔館 　八女工 　八女学院
9 本田　悠真②  32.05 10 井上　滉平②  29.61 11 古賀　大稀②  28.38 12 宮瀬　翔伍②  25.63

　有明高専 　福　島 　小　郡 　誠　修
松門　　凜② 欠場    
　八　女

06/22 男子 1 1 長沼　　俊①  11.16 2 永松　丈治①  11.73 3 調　　祐希①  12.16 4 倉富　　悠①  12.30
B100m 予選 　祐　誠 　八女工 　朝倉東 　明　善

5 田中　天馬①  12.35 6 池末　皓亮①  12.85 7 牛嶋　　遼①  12.90
　山　門 　伝習館 　浮羽究真館

2 1 江崎　亮太①  11.51 2 梅﨑　倖太①  11.79 3 松石　優斗①  11.98 4 脇田　大輝①  12.25
　大牟田 　誠　修 　久留米 　久留米筑水

5 石橋　　匠①  12.37 6 今村ﾄﾘｽﾃｨﾝ京太①  12.44 7 久保山智貴①  12.54 8 森光　亮介①  13.01
　ありあけ新世 　輝翔館 　明　善 　八　女

3 1 下川　晃司①  11.56 2 古賀　太一①  11.72 3 渡辺　温人①  12.14 4 出口　颯良①  12.27
　八女工 　浮羽究真館 　久留米大附設 　伝習館

5 田中駿太郎①  12.31 6 竹谷　　聡①  12.69 7 井上　誠斗①  13.43 境　　玲生① 欠場    
　八　女 　三　池 　久留米 　有明高専

06/22 男子 1 1 長沼　　俊①  11.08 2 江崎　亮太①  11.43 3 古賀　太一①  11.65 4 下川　晃司①  11.67
B100m 決勝 　祐　誠 　大牟田 　浮羽究真館 　八女工

5 永松　丈治①  11.72 6 梅﨑　倖太①  11.91 7 松石　優斗①  11.97 8 渡辺　温人①  12.19
　八女工 　誠　修 　久留米 　久留米大附設
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クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
06/23 男子 1 1 長沼　　俊①  23.43 2 安部　陽喜①  24.26 3 脇田　大輝①  24.71 4 調　　祐希①  24.95

B200m 予選 　祐　誠 　八女工 　久留米筑水 　朝倉東
5 手塚　陽人①  25.10 6 田中駿太郎①  25.44 7 下川　裕誠①  25.46 8 久保山智貴①  25.87

　久留米大附設 　八　女 　有明高専 　明　善
2 1 下川　晃司①  23.81 2 岩﨑　良太①  24.01 3 江崎　亮太①  24.30 4 山田　春杜①  24.48

　八女工 　久留米高専 　大牟田 　三　潴
5 出口　颯良①  25.31 6 石橋　　匠①  25.67 7 竹谷　　聡①  26.07 8 井上　弘敏①  27.65

　伝習館 　ありあけ新世 　三　池 　浮羽究真館
3 1 山手　蓮大①  23.45 2 松田　剛尚①  24.05 3 梅﨑　倖太①  24.16 4 熊本　政輝①  24.96

　浮羽究真館 　大牟田 　誠　修 　朝　倉
5 野田　浩矢①  25.33 6 大楠　心水①  25.50 7 田中　天馬①  26.21 8 池末　皓亮①  26.56

　有明高専 　三　井 　山　門 　伝習館
06/23 男子 1 1 長沼　　俊①  23.39 2 山手　蓮大①  23.83 3 江崎　亮太①  24.17 4 下川　晃司①  24.29

B200m 決勝 　祐　誠 　浮羽究真館 　大牟田 　八女工
5 松田　剛尚①  24.39 6 岩﨑　良太①  24.44 7 安部　陽喜①  24.54 8 梅﨑　倖太①  24.59

　大牟田 　久留米高専 　八女工 　誠　修
06/22 男子 1 1 柿原　蓮音①  52.64 2 城﨑　翔和①  53.48 3 堀越　　光①  53.80 4 原島　太陽①  54.17

B400m 予選 　大牟田 　三　池 　明　善 　八　女
5 茂木　蒼真①  58.03 6 田中　優冴①  58.87 7 池末　愁人①  1,00.42

　三池工 　八女学院 　三　井
2 1 大月　椋太①  54.26 2 水上　　陵①  54.30 3 岩﨑　良太①  55.35 4 中尾　優希①  57.03

　大牟田 　八　女 　久留米高専 　久留米
5 佐藤　凌我①  59.54 6 杉野　　翔①  1,02.28 7 桒野眞太朗①  1,02.32

　有明高専 　久留米筑水 　八女学院
3 1 安部　陽喜①  55.54 2 眞弓　海斗①  56.49 3 平井孝志郎①  57.49 4 梶山　湧生①  57.90

　八女工 　誠　修 　小　郡 　輝翔館
5 手塚　陽人①  58.27 6 阿部　勇斗①  58.82 7 江頭　俊弥①  59.58

　久留米大附設 　朝　倉 　三　井
06/22 男子 1 1 柿原　蓮音①  52.01 2 大月　椋太①  53.13 3 城﨑　翔和①  53.52 4 原島　太陽①  54.29

B400m 決勝 　大牟田 　大牟田 　三　池 　八　女
5 水上　　陵①  54.65 6 堀越　　光①  54.80 7 安部　陽喜①  57.39 8 眞弓　海斗①  58.01

　八　女 　明　善 　八女工 　誠　修
06/23 男子 1 1 中尾　優希①  2,10.78 2 古賀　響紀①  2,11.48 3 大里　修也①  2,13.80 4 寺尾　豪泰①  2,14.41

B800m 予選 　久留米 　八女学院 　三　潴 　明　善
5 山田隼太郎①  2,25.05 6 今村　凌大①  2,27.21 7 高田　孝一①  2,34.68

　八　女 　小　郡 　久留米筑水
2 1 江島　瑞葵①  2,16.58 2 堀越　　光①  2,18.71 3 中原　諒二①  2,21.50 4 松永　　翔①  2,30.30

　三　潴 　明　善 　伝習館 　三池工
5 香月　颯人①  2,36.74 6 重松　　良①  2,42.37 杉野　　翔① 欠場    

　山　門 　久留米大附設 　久留米筑水
3 1 小山　凌弥①  2,17.41 2 青森　　駿①  2,17.61 3 木山敬士郎①  2,17.90 4 濱本　　旬①  2,25.47

　輝翔館 　大牟田 　伝習館 　三池工
5 山﨑　智貴①  2,30.06 6 松藤　行知①  2,51.87

　浮羽究真館 　山　門
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クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
06/23 男子 1 1 古賀　響紀①  2,13.85 2 江島　瑞葵①  2,14.80 3 堀越　　光①  2,15.38 4 中尾　優希①  2,16.77

B800m 決勝 　八女学院 　三　潴 　明　善 　久留米
5 寺尾　豪泰①  2,17.61 6 青森　　駿①  2,18.15 7 大里　修也①  2,18.19 8 小山　凌弥①  2,23.18

　明　善 　大牟田 　三　潴 　輝翔館
06/22 男子 1 1 鳥井　天陽①  4,33.97 2 馬場　賢人①  4,34.01 3 川崎　勢和①  4,36.09 4 岡村　啓夢①  4,36.41

B1500m 予選 　三　池 　大牟田 　八　女 　祐　誠
5 仲里　拓真①  4,36.86 6 佐田　聖夜①  4,37.76 7 大里　修也①  4,48.02 8 山﨑　智貴①  4,49.84

　久留米 　八女工 　三　潴 　浮羽究真館
9 浦崎蓮太朗①  4,57.99 10 田村　明久①  5,02.68 11 中原　諒二①  5,06.15 12 香月　颯人①  5,17.94

　浮羽工 　朝　倉 　伝習館 　山　門
13 高田　孝一①  5,27.74

　久留米筑水
2 1 青森　　駿①  4,37.58 2 古賀　響紀①  4,37.65 3 江島　瑞葵①  4,39.25 4 加隈　透海①  4,40.66

　大牟田 　八女学院 　三　潴 　明　善
5 木山敬士郎①  4,42.07 6 髙井良頼輝①  4,47.06 7 森村　　翼①  4,53.38 8 濱本　　旬①  4,54.59

　伝習館 　八　女 　久留米 　三池工
9 永原　新也①  5,04.71 10 川﨑　翔志①  5,08.82 11 松藤　行知①  5,40.65 佐々木　聖① 欠場    

　久留米大附設 　小　郡 　山　門 　浮羽工
06/22 男子 1 1 鳥井　天陽①  4,19.64 2 馬場　賢人①  4,19.96 3 加隈　透海①  4,23.41 4 仲里　拓真①  4,24.04

B1500m 決勝 　三　池 　大牟田 　明　善 　久留米
5 古賀　響紀①  4,28.50 6 青森　　駿①  4,30.35 7 川崎　勢和①  4,31.72 8 木山敬士郎①  4,36.81

　八女学院 　大牟田 　八　女 　伝習館
9 岡村　啓夢①  4,37.26 10 佐田　聖夜①  4,37.44 11 江島　瑞葵①  4,39.35 12 髙井良頼輝①  4,50.67

　祐　誠 　八女工 　三　潴 　八　女
06/23 男子 1 1 鳥井　天陽①  9,22.52 2 加隈　透海①  9,25.20 3 仲里　拓真①  9,27.04 4 原島　太陽①  9,29.43

B3000m 決勝 　三　池 　明　善 　久留米 　八　女
5 川崎　勢和①  9,44.74 6 宮森　大知①  9,52.98 7 岡村　啓夢①  9,55.65 8 安部田慧悟①  9,58.07

　八　女 　朝　倉 　祐　誠 　朝　倉
9 高本　桜太①  10,07.58 10 井上　亮太①  10,14.92 11 金子　純也①  10,31.20 12 森村　　翼①  10,31.35

　有明高専 　八女学院 　久留米高専 　久留米
13 江口　竜輝①  10,43.99 14 野中　　明①  10,44.78 15 溝田　嵩弥①  11,31.82 16 松藤　武琉①  12,12.28

　小　郡 　八女工 　有明高専 　八女工
馬場　賢人① 欠場    小山　凌弥① 欠場    荒木　暉登① 欠場    
　大牟田 　輝翔館 　大牟田
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クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
06/22 男子 1 神﨑　信吾① 井上　滉基① 田中　優冴① 小栁　太誠①

B110mJH 予選 　朝倉東 　明　善 　八女学院 　大牟田
榮田　駿斗①
　久留米

2 竹本　健人① 古谷　瞭太① 稲又　希虹① 林田　誠矢①
　大牟田 　明　善 　大牟田 　三池工

06/22 男子 1 1 榮田　駿斗①  15.91 2 小栁　太誠①  16.42 3 井上　滉基①  16.60 4 竹本　健人①  16.62
B110mJH 決勝 　久留米 　大牟田 　明　善 　大牟田

5 古谷　瞭太①  16.90 6 稲又　希虹①  17.03 7 林田　誠矢①  18.02 8 神﨑　信吾①  19.85
　明　善 　大牟田 　三池工 　朝倉東

06/23 男子 1 1 柿原　蓮音①  57.73 2 城﨑　翔和①  59.84 3 竹本　健人①  1,04.45 4 古谷　瞭太①  1,05.88
B400mH 決勝 　大牟田 　三　池 　大牟田 　明　善

5 梶山　湧生①  1,06.35 6 眞弓　海斗①  1,08.49 山手　蓮大① 欠場    武内　悠人① 欠場    
　輝翔館 　誠　修 　浮羽究真館 　浮羽究真館

06/22 男子 1 1 蒲原寛大郎①  1.80 2 尾花　遼太①  1.75 3 山田　春杜①  1.70 4 前田　　玲①  1.65
B走高跳 決勝 　明　善 　八女工 　三　潴 　有明高専

5 井上　滉基①  1.65 6 猪口　一樹①  1.55 6 西　　　悠①  1.55 井上　誠斗① 記録なし
　明　善 　三　井 　三　池 　久留米

06/22 男子 1 1 秋吉　爽瑠①  6.43 2 馬場　尊琉①  6.32 3 野田　陽介①  6.04 4 川島　　伯①  6.01
B走幅跳 決勝 　祐　誠  +2.5 　大牟田  +3.8 　八　女  +2.1 　大牟田  +3.3

5 小江　希心①  5.75 6 城島　和祈①  5.10 7 金縄　寿成①  4.93 8 井口　優太①  4.63
　明　善  +3.8 　小　郡  +3.4 　山　門  +3.3 　久留米高専  +3.9

9 室園　典弥①  4.59 今村ﾄﾘｽﾃｨﾝ京太① 記録なし 渡辺　温人① 欠場    古賀　太一① 欠場    
　三　潴  +1.3 　輝翔館 　久留米大附設 　浮羽究真館

06/23 男子 1 1 川島　　伯①  12.24 2 馬場　尊琉①  11.78 3 神﨑　信吾①  11.48 4 林田　誠矢①  11.28
B三段跳 決勝 　大牟田 +4.2 　大牟田 +7.3 　朝倉東 +3.8 　三池工 +1.0

5 金縄　寿成①  10.91 6 小江　希心①  10.69 7 室園　典弥①  10.47 8 西　　　悠①  10.31
　山　門 +2.0 　明　善 +0.2 　三　潴 +6.7 　三　池 +3.9
秋吉　爽瑠① 記録なし
　祐　誠

06/22 男子 1 1 宮地　彪流①  13.68 2 馬場　　廉①  9.96 3 梅山　健太①  9.54
B砲丸投 決勝 　祐　誠 　小　郡 　八女学院

06/23 男子 1 1 中村　翔大①  25.91 2 吉村　一夢①  24.05 3 馬場　　廉①  18.75 4 原　　　諒①  18.41
B円盤投 決勝 　八　女 　八女学院 　小　郡 　輝翔館

5 渡邉　春颯①  12.74 6 石山　　倫①  10.97
　輝翔館 　輝翔館

06/23 男子 1 1 池田　道哉①  46.71 2 深町　公貴①  44.31 3 中村　翔大①  44.15 4 蒲原寛大郎①  41.56
Bやり投 決勝 　八女学院 　祐　誠 　八　女 　明　善

5 渡邉　春颯①  27.86 森永　晃太① 欠場    
　輝翔館 　久留米筑水
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06/22 女子 1 1 新垣美紗希③  12.81 2 山﨑　千歩③  13.38 3 廣松　愛華②  13.67 4 野崎　花帆②  14.18
A100m 予選 　誠　修 　八女工 　南　筑 　八　女

5 梅田　玲居②  15.18 蒲池　璃亜② 欠場    緒方　心暖② 欠場    
　朝　倉 　福　島 　三　潴

2 1 後藤須美佳②  12.94 2 堀　　綾瀬③  13.00 3 中元　穂佳②  13.40 4 久冨　真緒②  13.67
　誠　修 　祐　誠 　ありあけ新世 　山　門

5 後田　万璃②  13.96 田中　麗華② 欠場    野田　実来③ 欠場    
　八　女 　朝倉東 　福　島

3 1 寺松　瑠菜③  13.23 2 後藤惠理名②  13.38 3 鹿田　美琴③  13.54 4 今里　花莉②  13.93
　久留米筑水 　誠　修 　福　島 　八女学院

5 藤岡　真衣②  14.37 6 浅川　美月②  16.31 先本　音羽② 欠場    
　有明高専 　朝倉東 　小　郡

4 1 緒方　琉里③  12.81 2 安陪　咲菜②  13.26 3 西本　桜子③  13.51 4 浦　　彩乃②  13.73
　三　井 　祐　誠 　有明高専 　ありあけ新世

5 坂本　征代②  14.03 6 田中　咲妃②  14.38 7 友清　朱梨②  14.59
　輝翔館 　伝習館 　朝　倉

06/22 女子 1 1 新垣美紗希③  12.10 2 緒方　琉里③  12.43 3 後藤須美佳②  12.60 4 堀　　綾瀬③  12.88
A100m 決勝 　誠　修 　三　井 　誠　修 　祐　誠

5 寺松　瑠菜③  13.00 6 安陪　咲菜②  13.11 7 後藤惠理名②  13.18 8 山﨑　千歩③  13.32
　久留米筑水 　祐　誠 　誠　修 　八女工

06/23 女子 1 1 新垣美紗希③  26.30 2 城戸　菜那②  26.37 3 今村　日那③  27.74 4 井上　華梨②  27.87
A200m 予選 　誠　修 　伝習館 　三　潴 　八　女

井上　愛香② 欠場    蒲池　璃亜② 欠場    安陪　咲菜② 欠場    
　小　郡 　福　島 　祐　誠

2 1 緒方　琉里③  26.21 2 後藤須美佳②  26.55 3 寺松　瑠菜③  26.92 4 江﨑　　雅②  27.26
　三　井 　誠　修 　久留米筑水 　八　女

5 中元　穂佳②  28.45 6 廣松　愛華②  28.52 堀　　綾瀬③ 欠場    
　ありあけ新世 　南　筑 　祐　誠

3 1 江﨑さくら②  26.66 2 服部　　光②  26.69 3 竹下奈央子②  27.31 4 西本　桜子③  28.33
　誠　修 　八　女 　伝習館 　有明高専

5 浦　　彩乃②  28.62 6 坂本　征代②  29.08 岡村　彩里② 欠場    
　ありあけ新世 　輝翔館 　祐　誠

06/23 女子 1 1 新垣美紗希③  25.08 2 城戸　菜那②  25.92 3 緒方　琉里③  26.14 4 服部　　光②  26.30
A200m 決勝 　誠　修 　伝習館 　三　井 　八　女

5 江﨑さくら②  26.37 6 後藤須美佳②  26.88 7 寺松　瑠菜③  27.43 8 江﨑　　雅②  27.78
　誠　修 　誠　修 　久留米筑水 　八　女

06/22 女子 1 1 宮﨑　未夢②  1,03.49 2 鐘ヶ江夏鈴②  1,04.26 3 井上　華梨②  1,04.34 4 竹下奈央子②  1,05.03
A400m 予選 　誠　修 　誠　修 　八　女 　伝習館

5 末廣　　遥②  1,05.65 松浦　緋里③ 欠場    古賀　海優② 欠場    
　八　女 　三　池 　久留米

2 1 江﨑さくら②  1,00.82 2 服部　　光②  1,00.87 3 城戸　菜那②  1,01.02 4 木下　萌奈②  1,01.68
　誠　修 　八　女 　伝習館 　明　善

5 和田　環奈②  1,04.30 6 平田　衣麗②  1,08.50 7 亀井　紗月②  1,12.68 8 棚町　瑠奈②  1,17.00
　朝　倉 　伝習館 　久留米 　朝倉東
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06/22 女子 1 1 江﨑さくら②  1,00.09 2 城戸　菜那②  1,00.16 3 服部　　光②  1,00.22 4 木下　萌奈②  1,01.56
A400m 決勝 　誠　修 　伝習館 　八　女 　明　善

5 宮﨑　未夢②  1,03.00 6 鐘ヶ江夏鈴②  1,03.84 7 和田　環奈②  1,04.77 8 井上　華梨②  1,05.52
　誠　修 　誠　修 　朝　倉 　八　女

06/23 女子 1 1 原﨑　杏奈②  2,33.20 2 西村　友季②  2,33.51 3 橋本　　涼②  2,33.55 4 宮路　紗暢②  2,35.72
A800m 予選 　三　池 　久留米 　八　女 　八女学院

5 東野　春花③  2,49.56 6 藤本　実百③  2,57.18 7 太田　千尋③  3,09.34
　福　島 　有明高専 　有明高専

2 1 田中　亜美②  2,37.08 2 城崎　　葵③  2,37.42 3 中村　夏実②  2,47.55 4 山下　愛栞②  2,58.59
　八女工 　小　郡 　南　筑 　小　郡
矢高　由依② 欠場    棚町　瑠奈② 欠場    
　南　筑 　朝倉東

06/23 女子 1 1 橋本　　涼②  2,27.32 2 田中　亜美②  2,28.82 3 城崎　　葵③  2,29.20 4 原﨑　杏奈②  2,29.22
A800m 決勝 　八　女 　八女工 　小　郡 　三　池

5 宮路　紗暢②  2,29.32 6 西村　友季②  2,31.74 7 中村　夏実②  2,45.09 8 東野　春花③  2,56.52
　八女学院 　久留米 　南　筑 　福　島

06/22 女子 1 1 橋本　　涼②  4,59.51 2 西村　友季②  5,10.46 3 田中　亜美②  5,13.73 4 大田　真瑚②  5,13.78
A1500m 決勝 　八　女 　久留米 　八女工 　明　善

5 石川　日菜②  5,21.61 6 宮路　紗暢②  5,26.99 7 草野　菜月②  5,30.50 8 栁　　実佑③  5,34.27
　朝　倉 　八女学院 　小　郡 　誠　修

9 原﨑　杏奈②  5,43.11 10 中尾よりか②  5,44.73 11 中村　夏実②  5,45.73 城崎　　葵③ 欠場    
　三　池 　伝習館 　南　筑 　小　郡

06/23 女子 1 1 大田　真瑚②  11,28.78 2 兼岡　沙耶③  11,39.29 3 中尾よりか②  11,44.36 4 松本　風香②  11,49.45
A3000m 決勝 　明　善 　八女工 　伝習館 　三　潴

5 草野　菜月②  12,01.28 6 福永　涼華②  12,49.96 田島　恋雪③ 欠場    
　小　郡 　久留米 　有明高専

06/22 女子 1 1 片田　莉菜②  16.66 2 大橋　知佳②  18.34 3 七條　来夢②  18.65 4 古賀菜々子②  19.49
A100mH 予選 　久留米高専 　誠　修 　有明高専 　久留米

5 野口　聖美③  20.10 原田　璃奈③ 欠場    
　三　潴 　八女工

2 1 森　優依花②  16.04 2 古賀　葵衣②  16.09 3 今村　日那③  16.23 4 弓削陽菜乃②  17.70
　祐　誠 　明　善 　三　潴 　福　島

5 大塚　菜生②  19.10 6 戸塚　菜月③  19.16
　久留米 　誠　修

3 1 中村　凜架③  15.84 2 今里　花莉②  17.16 3 牟田　更紗②  17.52 4 藤岡　真衣②  18.48
　誠　修 　八女学院 　祐　誠 　有明高専

5 中野　柊希②  21.82 江﨑　未空② 欠場    
　福　島 　ありあけ新世
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06/22 女子 1 1 森　優依花②  15.52 2 中村　凜架③  15.60 3 古賀　葵衣②  15.95 4 今村　日那③  16.04
A100mH 決勝 　祐　誠 　誠　修 　明　善 　三　潴

5 片田　莉菜②  16.95 6 今里　花莉②  17.09 7 牟田　更紗②  17.52 8 大橋　知佳②  18.51
　久留米高専 　八女学院 　祐　誠 　誠　修

06/23 女子 1 1 木下　萌奈②  1,09.44 2 大橋　知佳②  1,13.12 3 横溝智央里②  1,13.27 4 弓削陽菜乃②  1,13.39
共通400mH 予選 　明　善 　誠　修 　小　郡 　福　島

5 牟田　更紗②  1,15.23 大塚　菜生② 欠場    松浦　緋里③ 欠場    
　祐　誠 　久留米 　三　池

2 1 森　優依花②  1,07.42 2 古賀　葵衣②  1,09.65 3 宮﨑　未夢②  1,11.02 4 中野　柊希②  1,27.02
　祐　誠 　明　善 　誠　修 　福　島

5 古賀菜々子②  1,29.69 戸塚　菜月③ 欠場    野原　紗奈① 欠場    
　久留米 　誠　修 　三　池

06/23 女子 1 1 森　優依花②  1,05.17 2 木下　萌奈②  1,05.99 3 古賀　葵衣②  1,08.61 4 宮﨑　未夢②  1,11.49
共通400mH 決勝 　祐　誠 　明　善 　明　善 　誠　修

5 大橋　知佳②  1,13.68 6 牟田　更紗②  1,15.62 7 弓削陽菜乃②  1,16.33 8 横溝智央里②  1,19.97
　誠　修 　祐　誠 　福　島 　小　郡

06/23 女子 1 1 栁　　実佑③  29,18.58 2 池末　桜子①  32,42.02 3 野田　唯菜③  33,47.37 4 上野　温加①  37,09.67
共通5000mW 決勝 　誠　修 　明　善 　誠　修 　明　善

5 髙嶋　麻未③  37,21.86
　誠　修

06/22 女子 1 1 誠　修  50.64 2 伝習館  52.02 3 八　女  52.68 4 明　善  54.55
4x100mR 予選  江﨑さくら②  川添日華理②  井上　華梨②  木下　萌奈②

 新垣美紗希③  城戸　菜那②  服部　　光②  伊藤　　凜①
 後藤須美佳②  竹下奈央子②  野崎　花帆②  吉田　莉子①
 後藤惠理名②  古賀　友菜①  江﨑　　雅②  古賀　葵衣②

5 ありあけ新世  55.62 6 小　郡  55.87 7 久留米  56.61
 塚本　晴羅①  先本　音羽②  仲道　真由①
 中元　穂佳②  半仁田杏菜①  木村　彩輝②
 江﨑　未空②  横溝智央里②  池末　美月①
 浦　　彩乃②  柴田　実和①  久光　一澄②

2 1 祐　誠  50.46 2 八女工  50.59 3 三　井  52.09 4 三　潴  52.90
 藤野　心彩②  髙井良彩喜①  安達　乃愛①  柴尾　朋花①
 安陪　咲菜②  野口　美空①  吉田　日向③  轟　絵美留①
 堀　　綾瀬③  荒木　琴弓①  緒方　琉里③  今村　日那③
 森　優依花②  江藤　亜衣③  平田　果琳③  原　　妃香③

5 三　池  53.24 6 福　島  54.17 7 有明高専  1,03.99
 西田　真美①  鹿田　美琴③  西本　桜子③
 冨田　星葉①  井上　　夢③  一森　楓菜①
 野原　紗奈①  弓削陽菜乃②  藤岡　真衣②
 田嶋　　結①  中野　柊希②  和仁あやね②
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06/23 女子 1 1 誠　修  50.27 2 八女工  50.48 3 祐　誠  50.92 4 伝習館  51.87
4x100mR 決勝  江﨑さくら②  髙井良彩喜①  藤野　心彩②  川添日華理②

 新垣美紗希③  野口　美空①  安陪　咲菜②  城戸　菜那②
 後藤須美佳②  荒木　琴弓①  堀　　綾瀬③  竹下奈央子②
 後藤惠理名②  田島　綾華①  森　優依花②  古賀　友菜①

5 八　女  52.29 6 三　井  52.61 7 三　潴  52.88 8 三　池  54.68
 井上　華梨②  安達　乃愛①  柴尾　朋花①  西田　真美①
 服部　　光②  吉田　日向③  轟　絵美留①  冨田　星葉①
 野崎　花帆②  緒方　琉里③  今村　日那③  野原　紗奈①
 江﨑　　雅②  平田　果琳③  原　　妃香③  田嶋　　結①

06/23 女子 1 1 誠　修  4,10.08 2 伝習館  4,14.74 3 明　善  4,16.61 4 八　女  4,19.58
4x400mR 決勝  宮﨑　未夢②  竹下奈央子②  古賀　葵衣②  井上　華梨②

 江﨑さくら②  古賀　友菜①  木下　萌奈②  服部　　光②
 新垣美紗希③  平田　衣麗②  吉野　祥子①  江﨑　　雅②
 中村　凜架③  城戸　菜那②  谷川　純菜①  橋本　　涼②

5 三　池  4,32.52 6 小　郡  4,42.52 7 久留米  4,49.99
 野原　紗奈①  今津　佑香①  太田　仁渉①
 西田　真美①  横溝智央里②  木村　彩輝②
 原﨑　杏奈②  柴田　実和①  亀井　紗月②
 冨田　星葉①  城崎　　葵③  久光　一澄②

06/22 女子 1 1 永利　優衣②  1.57 2 油布　望愛③  1.54 3 川添日華理②  1.51 4 永田　万菜③  1.51
A走高跳 決勝 　祐　誠 　朝　倉 　伝習館 　祐　誠

5 杉　　舞華②  1.48 6 小林　伊織②  1.45 7 杉村　月子③  1.45 8 馬場　未侑②  1.35
　山　門 　三　潴 　誠　修 　八　女

9 先本　音羽②  1.35 10 山田ゆりな②  1.35 11 安東　美葵②  1.30 12 和仁あやね②  1.25
　小　郡 　三　潴 　有明高専 　有明高専

13 木村　彩輝②  1.20 井上　愛香② 欠場    笠　すみれ③ 欠場    
　久留米 　小　郡 　祐　誠

06/22 女子 1 1 吉田　日向③  3.00
共通棒高跳 決勝 　三　井

06/23 女子 1 1 藤野　心彩②  5.33 2 丸山　華凜②  5.31 3 原　　妃香③  4.94 4 中村　凜架③  4.89
A走幅跳 決勝 　祐　誠  +2.9 　祐　誠  +3.3 　三　潴  +2.9 　誠　修  +5.1

5 七條　来夢②  4.78 6 野崎　花帆②  4.60 7 金子　穂香③  4.55 8 山崎美菜子②  4.52
　有明高専  +3.5 　八　女  +3.5 　久留米高専  +4.6 　八　女  +4.0

9 吉原　一花②  4.37 10 鶴　紗祐里③  4.33 11 久冨　真緒②  4.26 12 江﨑　　雅②  3.97
　誠　修  +3.3 　ありあけ新世  +2.6 　山　門  +2.9 　八　女  +4.7
緒方　心暖② 欠場    
　三　潴
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06/22 女子 1 1 丸山　華凜②  10.45 2 藤野　心彩②  10.23 3 杉村　月子③  10.14 4 吉原　一花②  9.65
共通三段跳 決勝 　祐　誠  +5.5 　祐　誠  +2.1 　誠　修  +3.4 　誠　修  +5.2

5 永利　優衣②  9.16 髙杢　直海② 欠場    馬場　未侑② 欠場    
　祐　誠  +3.6 　八　女 　八　女

06/23 女子 1 1 中村　江里②  10.14 2 本園　真弓②  8.65 3 江藤　友美②  8.58 4 清原小百合②  7.43
A砲丸投 決勝 　祐　誠 　祐　誠 　祐　誠 　久留米高専

5 雨野　那美②  6.97 6 齋藤　美結②  6.79 7 和仁あやね②  6.65 8 北原　莉子②  6.13
　八　女 　八　女 　有明高専 　八　女

9 浅川　美月②  5.41
　朝倉東

06/22 女子 1 1 本園　真弓②  35.16 2 山口　明里②  28.57 3 牛込　帆海②  27.30 4 齋藤　美結②  23.96
A円盤投 決勝 　祐　誠 　祐　誠 　祐　誠 　八　女

5 権藤瀬李菜②  20.61 6 北原　莉子②  18.65
　三　井 　八　女

06/22 女子 1 1 牛込　帆海②  32.44 2 石橋　紗彩②  18.21 3 永田　万菜③  14.79
共通ﾊﾝﾏｰ投 決勝 　祐　誠 　祐　誠 　祐　誠

06/22 女子 1 1 江藤　友美②  36.33 2 平田　果琳③  33.74 3 平　　華帆②  33.45 4 石橋　紗彩②  30.53
Aやり投 決勝 　祐　誠 　三　井 　八　女 　祐　誠

5 山下　実咲②  30.52 6 雨野　那美②  28.35 7 清原小百合②  25.86 8 平田　優奈②  21.69
　八　女 　八　女 　久留米高専 　有明高専

9 野田　唯菜③  19.47
　誠　修

06/22 女子 1 1 古賀　友菜①  12.87 2 髙井良彩喜①  13.15 3 安達　乃愛①  13.88 4 吉田　莉子①  14.36
B100m 予選 　伝習館 　八女工 　三　井 　明　善

5 仲道　真由①  14.69 6 高浪　鈴音①  14.97 7 楳原　理沙①  15.00
　久留米 　浮羽究真館 　久留米高専

2 1 冨田　星葉①  12.77 2 瀧上夢梨亜①  13.40 3 奥本　遥花①  14.12 4 中村　彩華①  14.31
　三　池 　祐　誠 　八　女 　久留米高専

5 池末　美月①  14.69 6 甲斐田京花①  15.31 青栁　夏希① 欠場    
　久留米 　三　潴 　三　池

3 1 野口　美空①  13.05 2 長　　莉穂①  13.31 3 半仁田杏菜①  14.27 4 池上　天珠①  14.75
　八女工 　大牟田 　小　郡 　久留米

5 諌山　阿未①  17.64 今村　日香① 欠場    雫石　梨央① 欠場    
　三　潴 　三　池 　三池工
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06/22 女子 1 1 野口　美空①  12.70 2 古賀　友菜①  12.73 3 冨田　星葉①  12.75 4 髙井良彩喜①  13.00
B100m 決勝 　八女工 　伝習館 　三　池 　八女工

5 長　　莉穂①  13.16 6 瀧上夢梨亜①  13.33 7 安達　乃愛①  13.84 8 奥本　遥花①  14.01
　大牟田 　祐　誠 　三　井 　八　女

06/23 女子 1 1 野口　美空①  26.61 2 冨田　星葉①  27.31 3 伊藤　　凜①  28.65 4 中村　彩華①  29.80
B200m 予選 　八女工 　三　池 　明　善 　久留米高専

5 太田　仁渉①  30.04 田嶋　　結① 欠場    永留　立袈① 欠場    
　久留米 　三　池 　小　郡

2 1 古賀　友菜①  26.57 2 髙井良彩喜①  27.05 3 一森　楓菜①  28.60 4 清水日菜子①  30.91
　伝習館 　八女工 　有明高専 　久留米

5 高浪　鈴音①  32.09 半仁田杏菜① 欠場    轟　絵美留① 欠場    
　浮羽究真館 　小　郡 　三　潴

3 1 荒木　琴弓①  27.37 2 長　　莉穂①  27.66 3 西田　真美①  27.78 4 吉田　莉子①  30.20
　八女工 　大牟田 　三　池 　明　善

5 楳原　理沙①  31.64 6 寺松由莉亜①  32.12 7 下津浦小陽①  32.21
　久留米高専 　浮羽究真館 　久留米

06/23 女子 1 1 野口　美空①  26.71 2 古賀　友菜①  26.86 3 髙井良彩喜①  27.13 4 荒木　琴弓①  27.34
B200m 決勝 　八女工 　伝習館 　八女工 　八女工

5 冨田　星葉①  28.21 6 長　　莉穂①  28.57 7 西田　真美①  28.66 8 一森　楓菜①  29.18
　三　池 　大牟田 　三　池 　有明高専

06/22 女子 1 1 西田　真美①  1,04.35 2 荒木　琴弓①  1,05.71 3 辻　　怜子①  1,07.29 4 宮﨑　菜々①  1,07.33
B400m 決勝 　三　池 　八女工 　朝　倉 　明　善

5 武内　智怜①  1,12.01 6 今津　佑香①  1,12.39 7 寺松由莉亜①  1,12.97 田嶋　　結① 欠場    
　朝　倉 　小　郡 　浮羽究真館 　三　池

06/23 女子 1 1 宮﨑　菜々①  2,38.26 2 柴尾　知美①  2,42.27 3 ジェンキンズ花①  2,45.18 4 三角　安路①  2,51.24
B800m 予選 　明　善 　有明高専 　伝習館 　八　女

5 高田　真衣①  2,52.62 6 臼井　萌華①  3,07.40 7 塚本　　葵①  4,10.31
　久留米 　朝倉東 　小　郡

2 1 荒巻　瑞歩①  2,32.17 2 後藤　彩季①  2,42.68 3 池末　桜子①  2,45.49 4 上野　温加①  2,55.80
　伝習館 　三　池 　明　善 　明　善

5 江口　未桜①  3,05.20 6 山田沙也可①  3,08.73 7 松竹　美帆①  3,27.98
　山　門 　久留米 　八　女

06/23 女子 1 1 荒巻　瑞歩①  2,28.93 2 宮﨑　菜々①  2,32.66 3 後藤　彩季①  2,38.88 4 柴尾　知美①  2,39.27
B800m 決勝 　伝習館 　明　善 　三　池 　有明高専

5 ジェンキンズ花①  2,47.32 6 池末　桜子①  2,47.99 7 三角　安路①  2,52.61 8 高田　真衣①  2,52.66
　伝習館 　明　善 　八　女 　久留米

06/22 女子 1 1 吉野　祥子①  4,58.26 2 荒巻　瑞歩①  5,13.47 3 後藤　彩季①  5,30.54 4 和田　鈴夏①  5,35.54
B1500m 決勝 　明　善 　伝習館 　三　池 　明　善

5 ジェンキンズ花①  5,43.28 6 日名子綾音①  5,48.40 7 松浦　侑菜①  5,51.80 8 秋吉梨鈴佳①  6,04.94
　伝習館 　久留米大附設 　久留米大附設 　朝　倉

9 葉玉　　遥①  6,16.80 10 江口　未桜①  6,17.54 11 臼井　萌華①  6,27.98 12 木原　翠優①  6,50.67
　久留米大附設 　山　門 　朝倉東 　久留米
谷川　美生① 欠場    
　小　郡
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06/23 女子 1 1 吉野　祥子①  10,49.49 2 和田　鈴夏①  12,00.23 3 末﨑梨央奈①  13,19.35 4 谷川　美生①  13,36.09
B3000m 決勝 　明　善 　明　善 　小　郡 　小　郡

柴尾　知美① 欠場    栗山　晃璃① 途中棄権
　有明高専 　久留米

06/22 女子 1 1 谷川　純菜①  15.86 2 野原　紗奈①  17.16 3 柴田　実和①  17.37 4 柴尾　朋花①  18.26
B100mYH 予選 　明　善 　三　池 　小　郡 　三　潴

5 青沼　春恋①  20.81
　久留米

2 1 清水　奏帆①  17.18 2 伊藤　　凜①  17.44 3 瀧上夢梨亜①  17.50 4 塚本　晴羅①  20.70
　八女学院 　明　善 　祐　誠 　ありあけ新世

06/22 女子 1 1 谷川　純菜①  15.86 2 瀧上夢梨亜①  16.78 3 柴田　実和①  16.93 4 伊藤　　凜①  17.03
B100mYH 決勝 　明　善 　祐　誠 　小　郡 　明　善

5 野原　紗奈①  17.13 6 柴尾　朋花①  17.20 7 清水　奏帆①  17.41 8 塚本　晴羅①  20.19
　三　池 　三　潴 　八女学院 　ありあけ新世

06/22 女子 1 1 谷川　純菜①  1.48 2 古賀　玲香①  1.40 3 樋口　七海①  1.25 3 雫石　梨央①  1.25
B走高跳 決勝 　明　善 　久留米 　久留米 　三池工

5 永留　立袈①  1.20
　小　郡

06/23 女子 1 1 轟　絵美留①  4.73 2 一森　楓菜①  4.70 3 青木　愛美①  4.63 4 高安　あい①  4.45
B走幅跳 決勝 　三　潴  +3.1 　有明高専  +3.5 　祐　誠  +2.8 　久留米  +2.4

5 柴田　実和①  4.26 6 若木咲来良①  3.88
　小　郡  +1.9 　久留米  +4.9

06/23 女子 1 1 冨田　月葉①  7.37 2 倉重　美里①  6.76 馬場うらら① 欠場    
B砲丸投 決勝 　誠　修 　久留米筑水 　明　善

06/22 女子 1 1 中野　稚子①  18.83 2 久冨　七海①  18.11
B円盤投 決勝 　八　女 　明　善

06/22 女子 1 1 松田　李亜①  27.15 2 冨田　月葉①  26.10 3 作田ユリカ①  25.41 4 久冨　七海①  23.06
Bやり投 決勝 　三　井 　誠　修 　祐　誠 　明　善

馬場うらら① 欠場    
　明　善
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月/日 種目名 ラウンド 組 順位 選　手　名 所　属　名 －１－ －２－ －３－ －４－ －５－ －６－ 記　録 事 由
06/22 男子 1 下川　侑飛③ 祐　誠  X  6.49  X  6.85  6.89  6.99 6.99

A走幅跳 決勝 1 ｼﾓｶﾞﾜ ﾕｳﾋ 南部  +2.0  +1.8 +4.6 +1.8 +1.8  

2 西本　善喬③ 八女工  6.36  X  6.51  6.52  6.88  6.84 6.88
ﾆｼﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 南部 +2.5  +1.8 +1.3 +3.4 +5.1 +3.4  

3 松本　浩尭② 祐　誠  6.31  6.27  6.02  5.96  6.59  6.71 6.71
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ 南部 +2.7 +2.5 +2.2 +3.3 +2.0 +2.5 +2.5  

4 中山　侑大② 八女工  6.58  X  6.59  6.63  6.59  6.53 6.63
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 南部 +2.7  +3.4 +3.3 +2.5 +3.2 +3.3  

5 田村　楓貴③ 久留米高専  6.46  6.50  6.52  6.59  6.35  6.61 6.61
ﾀﾑﾗ ﾌｳｷ 南部 +2.8 +2.9 +3.7 +1.5 +4.0 +3.7 +3.7  

6 赤司　武葵② 八　女  X  5.48  5.97  X  5.90  6.15 6.15
ｱｶｼ ｲﾌﾞｷ 南部  +2.2 +2.3  +1.4 +1.7 +1.7  

7 坂田　忠洋③ 八女工  6.02  6.06  X  5.96  6.07  X 6.07
ｻｶﾀ ﾀﾀﾞﾋﾛ 南部 +2.7 +1.6  +3.6 +2.7  +2.7  

8 梅田　天誠③ 久留米高専  6.02  6.01  5.67    6.02
ｳﾒﾀﾞ ﾃﾝｾｲ 南部 +1.6 +3.3 +0.4    +1.6  

9 大石　輝地② 久留米筑水  5.91  5.66  5.53    5.91
ｵｵｲｼ ｷｲﾁ 南部 +2.6 +2.3 +1.4    +2.6  

10 矢田貝我篤② 三　潴  5.83  5.84  5.44    5.84
ﾔﾀｶﾞｲ ﾜﾄ 南部 +2.6 +2.1 +1.6    +2.1  

11 平山公士朗② 朝倉東  X  X  5.67    5.67
ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｼﾛｳ 南部 +2.9  +1.4    +1.4  

12 若佐　優希② 八　女  X  X  5.59    5.59
ﾜｶｻ ﾕｳｷ 南部   +1.9    +1.9  

13 大里　竜紀② 大牟田  5.46  5.32  5.05    5.46
ｵｵｻﾄ ﾀﾂｷ 南部 +2.6 +2.1 +2.0    +2.6  

14 末永　将真② 誠　修  5.27  X  5.42    5.42
ｽｴﾅｶﾞ ｼｮｳﾏ 南部 +2.0  +1.0    +1.0  

15 中山　将吾② 三池工  X  5.30  5.28    5.30
ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 南部  +1.8 +1.7    +1.8  

16 加藤　月渚② 三池工  4.50  5.16  4.77    5.16
ｶﾄｳ ﾙﾅ 南部 +3.6 +2.1 +1.6    +2.1  

17 藤浦　怜児② 久留米筑水  5.11  4.75  -    5.11
ﾌｼﾞｳﾗ ﾚｲｼﾞ 南部 +2.6 +3.0     +2.6  

18 西　　啓汰② 朝倉東  5.01  4.81  4.91    5.01
ﾆｼ ｹｲﾀ 南部 +2.8 +4.0 +2.0    +2.8  

19 中藤　大稔② 輝翔館  5.00  X  4.90    5.00
ﾅｶﾄｳ ﾀｲﾄ 南部 +2.9  +2.0    +2.9  

20 柴原　宏文② 三池工  3.89  4.90  4.34    4.90
ｼﾊﾗ ﾋﾛﾌﾐ 南部 +2.4 +2.5 +1.8    +2.5  

小藤　陽生② 小　郡 記録なし
ｺﾌｼﾞ ﾖｳｾｲ 南部
能塚　新大③ 小　郡 欠場    
ﾉｳﾂｶ ｱﾗﾀ 南部
水野　皓太③ 三　池 欠場    
ﾐｽﾞﾉ ｺｳﾀ 南部

06/23 男子 1 古賀　純生③ 三　井  13.08  13.36  -  -  -  - 13.36
A三段跳 決勝 1 ｺｶﾞ ｽﾐｷ 南部 +2.9 +4.4     +4.4  

2 笠　　勇士③ 祐　誠  12.98  X  X  X  X  12.51 12.98
ﾘｭｳ ﾊﾔﾄ 南部 +3.6 +3.7 +3.9 +4.3 +4.4 +3.8 +3.6  

3 秀島　歩夢③ 三　井  10.95  X  12.68  12.82  -  - 12.82
ﾋﾃﾞｼﾏ ｱﾕﾑ 南部 +3.8 +2.9 +1.7 +5.3   +5.3  

4 大石　輝地② 久留米筑水  11.00  11.95  10.67  12.40  11.10  12.37 12.40
ｵｵｲｼ ｷｲﾁ 南部 +2.8 +4.3 +1.2 +4.1 +3.0 +5.7 +4.1  

5 小幡　順平② 久留米高専  12.12  12.24  12.21  12.10  12.31  X 12.31
ｵﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 南部 +5.0 +1.1 +4.0 +6.0 +3.1 +6.0 +3.1  

6 樋口　海斗② 祐　誠  11.94  11.86  X  -  -  - 11.94
ﾋｸﾞﾁ ｶｲﾄ 南部 +5.2 +2.8 +3.2    +5.2  

7 小藤　陽生② 小　郡  11.65  10.56  10.57  10.58  11.18  10.97 11.65
ｺﾌｼﾞ ﾖｳｾｲ 南部 +3.2 +4.8 +6.2 +3.7 +2.7 +3.7 +3.2  

水野　皓太③ 三　池 欠場    
ﾐｽﾞﾉ ｺｳﾀ 南部
仲　　伊織② 三　井 欠場    
ﾅｶ ｲｵﾘ 南部

06/22 男子 1 秋吉　爽瑠① 祐　誠  6.34  6.40  X  X  6.43  X 6.43
B走幅跳 決勝 1 ｱｷﾖｼ ﾀｹﾙ 南部 +1.5 +2.2 +1.3 +1.8 +2.5 +2.6 +2.5  

2 馬場　尊琉① 大牟田  5.80  6.01  5.94  6.32  6.07  6.11 6.32
ﾊﾞﾊﾞ ﾀｹﾙ 南部 +2.4 +2.7 +1.1 +3.8 +1.7 +4.1 +3.8  

3 野田　陽介① 八　女  X  X  5.69  6.04  X  X 6.04
ﾉﾀﾞ ﾖｳｽｹ 南部 +3.6 +2.8 +1.3 +2.1 +4.7 +5.5 +2.1  

4 川島　　伯① 大牟田  6.01  X  X  X  5.98  X 6.01
ｶﾜｼﾏ ﾊｸ 南部 +3.3 +2.8 +1.2 +2.3 +3.3 +2.5 +3.3  

5 小江　希心① 明　善  5.58  5.24  X  5.68  5.50  5.75 5.75
ｵｴ ｷｼﾝ 南部 +3.3 +2.1 +2.6 +2.5 +3.6 +3.8 +3.8  

6 城島　和祈① 小　郡  X  X  4.85  5.10  X  X 5.10
ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 南部 +5.2 +3.6 +1.4 +3.4 +3.5 +2.2 +3.4  

7 金縄　寿成① 山　門  4.93  4.84  4.91  4.74  X  4.81 4.93
ｶﾈﾅﾜ ｶｽﾞﾅﾘ 南部 +3.3 +1.5 +1.8 +3.4 +4.5 +2.5 +3.3  

8 井口　優太① 久留米高専  4.63  4.32  4.50  X  4.58  4.48 4.63
ｲｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 南部 +3.9 +2.9 +1.8 +3.1 +2.2 +3.9 +3.9  

9 室園　典弥① 三　潴  X  4.49  4.59    4.59
ﾑﾛｿﾞﾉ ﾌﾐﾔ 南部 +3.0 +3.1 +1.3    +1.3  

今村ﾄﾘｽﾃｨﾝ京太① 輝翔館 記録なし
ｲﾏﾑﾗﾄﾘｽﾃｨﾝ ｷｮｳﾀ 南部
渡辺　温人① 久留米大附設 欠場    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 南部
古賀　太一① 浮羽究真館 欠場    
ｺｶﾞ ﾀｲﾁ 南部
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06/23 男子 1 川島　　伯① 大牟田  11.81  12.24  12.15  11.49  X  X 12.24
B三段跳 決勝 1 ｶﾜｼﾏ ﾊｸ 南部 +1.8 +4.2 +3.1 +5.4 +3.0 +4.3 +4.2  

2 馬場　尊琉① 大牟田  11.22  11.06  11.56  11.19  11.27  11.78 11.78
ﾊﾞﾊﾞ ﾀｹﾙ 南部 +5.2 +2.5 +4.2 +4.3 +3.6 +7.3 +7.3  

3 神﨑　信吾① 朝倉東  10.77  10.46  10.78  10.85  11.29  11.48 11.48
ｶﾝｻﾞｷ ｼﾝｺﾞ 南部 +4.3 +2.0 +4.5 +2.0 +2.5 +3.8 +3.8  

4 林田　誠矢① 三池工  11.28  11.11  X  10.80  X  10.96 11.28
ﾊﾔｼﾀﾞ ﾏｻﾔ 南部 +1.0 +3.8 +3.6 +3.9 +4.0 +4.6 +1.0  

5 金縄　寿成① 山　門  X  10.91  10.65  10.48  10.56  10.45 10.91
ｶﾈﾅﾜ ｶｽﾞﾅﾘ 南部 +4.5 +2.0 +3.8 +4.0 +2.8 +4.8 +2.0  

6 小江　希心① 明　善  10.11  10.37  10.17  10.69  O  10.51 10.69
ｵｴ ｷｼﾝ 南部 +5.3 +1.8 +3.9 +0.2 +3.9 +3.0 +0.2  

7 室園　典弥① 三　潴  10.23  10.24  10.47  X  O  X 10.47
ﾑﾛｿﾞﾉ ﾌﾐﾔ 南部 +2.9 +3.5 +6.7 +1.2 +3.3 +6.9 +6.7  

8 西　　　悠① 三　池  X  X  10.31  X  X  10.15 10.31
ﾆｼ ﾊﾙｶ 南部 +1.2 +3.7 +3.9 +0.8 +3.9 +5.2 +3.9  

秋吉　爽瑠① 祐　誠 記録なし
ｱｷﾖｼ ﾀｹﾙ 南部

06/23 女子 1 藤野　心彩② 祐　誠  X  5.23  X  5.33  5.14  X 5.33
A走幅跳 決勝 1 ﾌｼﾞﾉ ｺｺｱ 南部  +3.0  +2.9 +3.3  +2.9  

2 丸山　華凜② 祐　誠  5.25  5.12  5.25  5.31  X  5.25 5.31
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾘﾝ 南部 +5.6 +3.0 +2.3 +3.3  +2.6 +3.3  

3 原　　妃香③ 三　潴  4.40  X  4.73  4.94  4.91  X 4.94
ﾊﾗ ﾋﾒｶ 南部 +1.5  +2.1 +2.9 +3.1  +2.9  

4 中村　凜架③ 誠　修  X  4.75  4.79  4.56  4.89  4.89 4.89
ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝｶ 南部  +3.0 +3.6 +2.6 +5.1 +3.9 +5.1  

5 七條　来夢② 有明高専  X  4.67  4.59  4.55  4.78  4.63 4.78
ﾋﾁｼﾞｮｳ ﾗｲﾑ 南部 +3.3 +3.8 +2.7 +1.7 +3.5 +2.9 +3.5  

6 野崎　花帆② 八　女  4.60  4.25  4.08  4.01  4.12  3.94 4.60
ﾉｻﾞｷ ｶﾎ 南部 +3.5 +3.4 +2.7 +3.3 +4.4 +3.7 +3.5  

7 金子　穂香③ 久留米高専  4.55  X  -  -  -  4.45 4.55
ｶﾈｺ ﾎﾉｶ 南部 +4.6     +5.0 +4.6  

8 山崎美菜子② 八　女  4.27  X  4.52  X  4.33  4.25 4.52
ﾔﾏｻｷ ﾐﾅｺ 南部 +5.6  +4.0  +3.6 +4.7 +4.0  

9 吉原　一花② 誠　修  4.25  4.37  4.36    4.37
ﾖｼﾊﾗ ｲﾁｶ 南部 +3.8 +3.3 +3.1    +3.3  

10 鶴　紗祐里③ ありあけ新世  X  X  4.33    4.33
ﾂﾙ ｻﾕﾘ 南部   +2.6    +2.6  

11 久冨　真緒② 山　門  3.98  4.26  4.14    4.26
ﾋｻﾄﾐ ﾏｵ 南部 +2.1 +2.9 +3.3    +2.9  

12 江﨑　　雅② 八　女  -  3.97  3.83    3.97
ｴｻｷ ﾐﾔﾋﾞ 南部  +4.7 +2.4    +4.7  

緒方　心暖② 三　潴 欠場    
ｵｶﾞﾀ ｺﾊﾙ 南部
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06/22 女子 1 丸山　華凜② 祐　誠  9.81  10.24  10.45  -  -  - 10.45
共通三段跳 決勝 1 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾘﾝ 南部 +2.7 +2.2 +5.5    +5.5  

2 藤野　心彩② 祐　誠  10.23  -  -  -  -  - 10.23
ﾌｼﾞﾉ ｺｺｱ 南部 +2.1      +2.1  

3 杉村　月子③ 誠　修  9.82  9.97  10.06  9.77  9.81  10.14 10.14
ｽｷﾞﾑﾗ ﾂｷｺ 南部 +2.1 +1.6 +4.3 +3.4 +3.6 +3.4 +3.4  

4 吉原　一花② 誠　修  9.13  9.26  9.65  X  9.27  9.29 9.65
ﾖｼﾊﾗ ｲﾁｶ 南部 +2.8 +2.5 +5.2  +5.1 +1.9 +5.2  

5 永利　優衣② 祐　誠  8.89  9.16  -  -  -  - 9.16
ﾅｶﾞﾄｼ ﾕｲ 南部 +3.0 +3.6     +3.6  

髙杢　直海② 八　女 欠場    
ﾀｶﾓｸ ﾅｵﾐ 南部
馬場　未侑② 八　女 欠場    
ﾊﾞﾊﾞ ﾐｳ 南部

06/23 女子 1 轟　絵美留① 三　潴  4.73  4.49  4.46  4.61  4.58  4.67 4.73
B走幅跳 決勝 1 ﾄﾄﾞﾛｷ ｴﾐﾙ 南部 +3.1 +4.2 +4.1 +2.8 +4.7 +2.8 +3.1  

2 一森　楓菜① 有明高専  4.53  X  X  X  4.70  4.46 4.70
ｲﾁﾓﾘ ﾌｳﾅ 南部 +1.7    +3.5 +3.0 +3.5  

3 青木　愛美① 祐　誠  4.49  4.56  4.13  4.63  4.42  4.42 4.63
ｱｵｷ ﾏﾅﾐ 南部 +2.4 +4.2 +2.2 +2.8 +5.4 +1.4 +2.8  

4 高安　あい① 久留米  4.39  4.45  4.33  4.21  4.33  X 4.45
ﾀｶﾔｽ ｱｲ 南部 +3.3 +2.4 +4.4 +3.5 +3.3  +2.4  

5 柴田　実和① 小　郡  X  4.26  X  X  4.00  3.96 4.26
ｼﾊﾞﾀ ﾐﾜ 南部  +1.9   +3.6 +3.1 +1.9  

6 若木咲来良① 久留米  3.88  3.63  3.86  3.68  3.78  3.76 3.88
ﾜｶｷ ｻｸﾗ 南部 +4.9 +1.9 +3.2 +1.8 +3.0 +2.9 +4.9  
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