
大会名 第65回　九州陸上競技選手権大会

期　　日 平成22年8月20日(金)～22日(日)
陸 協 名　 福　岡
主催団体 九州陸上競技協会・毎日新聞社
会　　場 北九州市立　本城陸上競技場

大会ｺｰﾄﾞ 10452000
競技場ｺｰﾄﾞ 401050

総　　務 八木　雅夫
審 判 長 （ﾄﾗｯｸ）安永　郁司（跳躍）大神　和彦（投擲）山﨑　義秋（混成）大音　仁（招集所）川崎　洋
記録主任 山下　真一

気象条件
月日(曜) 時間 天気 風向 風速 湿度

10:00 晴 東北東   2.7m/sec. 34.0 ℃  56.0 %
11:00 晴 東北東   2.3m/sec. 34.0 ℃  56.0 %
12:00 晴 東北東   2.4m/sec. 34.5 ℃  57.0 %
13:00 晴 東南東   2.7m/sec. 34.5 ℃  57.0 %
14:00 晴 東   2.3m/sec. 34.5 ℃  57.0 %
15:00 晴 東   2.5m/sec. 35.0 ℃  52.0 %
16:00 晴 東   1.7m/sec. 34.5 ℃  52.0 %
17:00 晴 東南東   1.6m/sec. 34.5 ℃  52.0 %
 9:30 晴 東北東   1.4m/sec. 34.0 ℃  56.0 %
10:00 晴 東北東   1.7m/sec. 35.0 ℃  56.0 %
11:00 晴 東   1.6m/sec. 35.0 ℃  56.0 %
12:00 晴 東北東   1.3m/sec. 35.0 ℃  52.0 %
13:00 晴 東   1.7m/sec. 35.5 ℃  50.0 %
14:00 晴 東   2.7m/sec. 35.0 ℃  52.0 %
15:00 晴 東   2.1m/sec. 35.0 ℃  47.0 %
16:00 晴 東南東   2.4m/sec. 34.5 ℃  49.0 %
17:00 晴 東   1.7m/sec. 34.5 ℃  52.0 %
18:00 晴 東南東   2.1m/sec. 33.0 ℃  58.0 %

気温

8月21日(土)

8月20日(金)



男 第65回　九州陸上競技選手権大会
期　　日 平成22年8月20日(金)～22日(日)
陸 協 名　 福　岡 総　　務 八木　雅夫
主催団体 九州陸上競技協会・毎日新聞社 大会ｺｰﾄﾞ 10452000 審 判 長 （ﾄﾗｯｸ）安永　郁司（跳躍）大神　和彦（投擲）山﨑　義秋（混成）大音　仁（招集所）川崎　洋
会　　場 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ 401050 記録主任 山下　真一

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
08/21 一般男子  +0.8 岩元  一章 10.50 日高  一慶 10.70 古謝  直樹(3) 10.71 貞永  健剛(3) 10.71 原    翔平(3) 10.75 米原  翔太(3) 10.81 岩本慎一郎 10.88 大城  真悟 10.91

100m 長崎･長崎AC 宮崎･宮崎AC 沖縄･名桜大 熊本･東海大 福岡･福岡大 宮崎･中京大 熊本･肥後銀行 沖縄･SOLA沖縄RC
08/22  +1.4 冨田    智(3) 21.61 八木  維信(3) 21.69 桐原  悠也(2) 21.83 与那国  塁(2) 21.84 木村  賢太(2) 22.17 恒吉  和輝(2) 22.67

200m 熊本･鹿本高 長崎･長崎日大高 鹿児島･川薩清修館高 沖縄･那覇西高 大分･杵築高 鹿児島･名桜大
08/20 吉崎  晋介(3) 48.39 村田  丈尚(3) 48.67 川本  稜佑(3) 48.93 久保  昇平(2) 48.94 尾中  優太(3) 49.47 田山    凌(3) 49.95 濱    貴博 50.69

400m 福岡･自由ケ丘高 鹿児島･鹿児島南高 福岡･自由ケ丘高 佐賀･福岡大 福岡･筑陽学園高 大分･楊志館高 鹿児島･京セラ鹿児島
08/21 秋武  翔太 1,56.39 塚崎  精人(3) 1,56.58 渡辺  崇臣(1) 1,57.12 牛水  将憲(4) 1,57.27 千輪  浩平(2) 1,58.02 田中  宏樹(3) 1,59.03 谷川  一晃(3) 2,05.53

800m 福岡･山口大 福岡･高稜高 福岡･魁誠高 宮崎･宮崎大 福岡･純真高 大分･西日本工業大 熊本･熊本中央高
08/22 ﾝｼﾞｪﾘｽﾃｨｰﾌﾞﾝ(3) 3,54.03 松尾  良一 3,54.83 川邉  一樹(3) 3,56.22 倉田  翔平(3) 3,56.77 牛水  将憲(4) 3,59.77 上萩  健太(1) 4,00.60 北川  博規 4,02.97 栗原　光陽(2) 4,04.99

1500m 福岡･福岡第一高 宮崎･旭化成 長崎･長崎大 熊本･熊本国府高 宮崎･宮崎大 大分･日本文理大 大分･別府自衛隊 福岡･長崎大
08/21 荒川  丈弘 14,23.67 宮原    卓 14,26.85 豊後  友章 14,29.25 吉田  亮太(4) 14,35.73 森    賢大 14,42.37 松尾  良一 14,44.13 木滑    良 15,02.82 大六野秀畝(3) 15,09.08

5000m 宮崎･旭化成 長崎･三菱重工長崎 宮崎･旭化成 大分･日本文理大 宮崎･旭化成 宮崎･旭化成 長崎･三菱重工長崎 鹿児島･鹿児島城西高
08/20 佐々木  悟 30,35.02 河添  俊司 30,36.41 岩田  勇治 31,16.19 吉田  亮太(4) 31,47.62 米倉  伸一 33,23.12 西村  国博 33,37.70 芦刈  敬典(2) 35,26.76 後藤  将友(4) 35,51.87

10000m 宮崎･旭化成 宮崎･旭化成 長崎･三菱重工長崎 大分･日本文理大 宮崎･宮崎市陸協 宮崎･宮崎市陸協 大分･日本文理大 大分･日本文理大
08/22  +2.9 深川  貴司(4) 13.97 永田  清典 14.05 中野  陽平 14.21 原    佑弥(2) 14.51 大城    新(3) 14.52 貞光  孝則 14.71 御堂  峰弘(4) 14.86 濱脇  栄俊(3) 14.92

110mH 福岡･順天堂大 長崎･長崎AC 福岡･福岡陸協 福岡･自由ケ丘高 沖縄･琉球大 福岡･新日鐵 福岡･福岡大 大分･西日本工業大
08/21 吉形　政衡 50.63 三宅  修司(3) 51.24 永野  佑一(3) 52.16 小幡  進悟(3) 52.47 福島    航(3) 54.48 尾石　幸広(1) 56.70

400mH 福岡･北九州RiC 鹿児島･中央大 福岡･育徳館高 福岡･福岡大 福岡･筑陽学園高 福岡･西日本工業大
08/20 重田  一成 9,29.50 入高島卓也 9,30.11 坂本    章(3) 9,30.81 成重    諒 9,36.92 永野  隆司 9,42.01 久保田  満 9,45.33 堤      渉(2) 9,54.87 熊給  大貴(3) 10,05.46

3000mSC 大分･九築工業 沖縄･陸自那覇 熊本･熊本中央高 大分･大分大 熊本･第42普連隊 宮崎･旭化成延岡 福岡･福岡大 宮崎･日南学園高
08/20 大隈  武士 20,47.40 羽生  将志(3) 23,28.42 栗田  和成(3) 23,38.78 原口  大輝(3) 23,45.42 吉原  雄基(3) 23,51.28 前田  信士(3) 24,03.75 川下  拓実(3) 24,23.73 中原  耕汰(2) 24,28.93

5000mW 福岡･JR九州 鹿児島･鹿児島城西高 大分･鶴崎工高 宮崎･都城商高 佐賀･鳥栖工高 長崎･佐世保工高 長崎･大村城南高 長崎･五島高
08/21 長崎AC       41.05 SOLA沖縄RC       41.24 名桜大       41.27 那覇西高       41.37 熊本大       41.55 自由ケ丘高       41.73 KAC       41.84

4x100mR 植田  翔吾 大城  真悟 松村    賢(4) 宜保    駿(3) 鈴木    祥(3) 上野  大輝(3) 松葉口浩太
岩元  一章 川口  敏夫 新里  勝五(3) 与那国  塁(2) 三宅  勝幸 川本  稜佑(3) 内田  大介
中本  諒平 金城    研 古謝  直樹(3) 長嶺  尚輝(3) 高岡    晃(1) 松本  滉希(2) 児玉  安昭
阿比留和正 譜久里  武 比嘉  俊公(2) 諸見里真寛(2) 大迫  淳一(3) 吉崎  晋介(3) 田山    慶

08/22 自由ケ丘高     3,16.11 鹿児島南高     3,18.19 熊本大     3,18.96 宮崎工高     3,20.01 KAC     3,20.50 長崎AC     3,20.97 楊志館高     3,21.77
4x400mR 上野  大輝(3) 下敷領耕平(2) 鈴木    祥(3) 野上  尭史(3) 田山    慶 中本  諒平 三宮  弘矢(3)

松本  滉希(2) 亘    航平(2) 大迫  淳一(3) 矢野    仁(3) 郡山    健 高尾  隼也 田山    凌(3)
吉崎  晋介(3) 角野  大和(2) 高岡    晃(1) 籾木慎之介(1) 七夕  正樹 阿比留和正 坂本  真樹(3)
川本  稜佑(3) 村田  丈尚(3) 河端  逸人(3) 谷川  浩太(3) 細川正太郎 植田  翔吾 後藤  鉄朗(2)

08/22 菅    隆徳(1) 2.05 中村  豊治 2.05 砂坂    輝 2.05 岩本    航(1) 2.00 藤    博文(2) 福岡･西日本工業大 2.00 久島  貴大 2.00 高祖  良輔(4) 1.95
走高跳 大分･順天堂大 熊本･Delightfu水俣 鹿児島･福岡大 福岡･福岡大 藤田  遼貴(3) 福岡･福岡大 大分･鹿児島大 佐賀･福岡大

08/22 西嶌  晃一(4) 5.15 田代  基浩 5.05 与那嶺太一 4.90 梅田  卓郎 4.70 稲福  兼人(3) 4.60 増永隆之介(1) 4.60 桃原    傑(2) 4.40 平良    勤 4.40
棒高跳 福岡･福岡大 熊本･熊本陸協 沖縄･SOLA沖縄RC 長崎･平成国際大 福岡･若松商高 福岡･福岡大 沖縄･沖縄水産高 沖縄･石川高教

08/20 下野伸一郎 7.62(+2.5) 堀内  敬鷹 7.33(+0.7) 岩本慎一郎 7.27(+0.7) 佐久田健人(1) 7.17(+1.7) 谷山  宗敬(3) 7.09(+1.8) 竹島  大喜(3) 7.08(+3.4) 徳永  陽平 7.01(+0.8) 小森  大輔 6.96(+0.9)
走幅跳 鹿児島･福岡大 福岡･マリンポリス 熊本･肥後銀行 沖縄･順天堂大 鹿児島･鹿児島南高 大分･佐伯鶴城高 福岡･日本大 長崎･活水学院高

08/21 岡部  優真(2) 15.96(+1.3) 渡辺  真也(4) 15.44(+0.1) 堀内  敬鷹 15.42(+1.0) 払川  真寿 14.94(0.0) 中本  竜太(4) 14.78(+0.9) 松下  貴紀(3) 14.71(+1.1) 半下石泰樹(3) 14.28(+0.3) 谷山  宗敬(3) 14.24(+1.7)
三段跳 福岡･福岡大 GR 福岡･法政大 福岡･マリンポリス 大分･大分陸協 佐賀･浜松大 鹿児島･名桜大 鹿児島･名桜大 鹿児島･鹿児島南高

08/20 濱地    優(3) 14.02 谷口  俊輔(2) 13.70 上田  泰弘 13.48 白山  和輝(3) 12.54 十時  宗久 12.41 福島  大喜(1) 12.22 中村  亮介(2) 9.37 森永  賢二 9.24
砲丸投 福岡･九州共立大 福岡･関西大 大分･大分陸協 福岡･防衛大 熊本･東海大 福岡･日本体育大 佐賀･鹿島高 鹿児島･九電産業

08/21 市来  優馬 45.80 中西    大(2) 43.81 知念    豪(1) 43.12 黒木  晃平(3) 41.18 藤川  成紀(3) 40.87 成田  智春 40.01 濱田  正信 39.43 山田  孝介(3) 39.31
円盤投 鹿児島･徳洲会病院 福岡･大阪体育大 沖縄･順天堂大 宮崎･順天堂大 福岡･福岡大 鹿児島･D.A.T 長崎･鹿児島大 福岡･九州共立大

08/22 廣瀬  健一(3) 61.69 知念    雄(2) 60.46 浅野  和正(3) 58.66 吉津    剛 57.29 欅田  翔太 54.76 倉田  直人(3) 54.72 野平真之介(1) 54.12 山田  順也(4) 52.10
ﾊﾝﾏｰ投 福岡･順天堂大 沖縄･順天堂大 熊本･中京大 鹿児島･徳洲会病院 大分･鹿屋体大 福岡･戸畑高 熊本･九州共立大 福岡･九州共立大

08/22 堀之内精輝 59.04 中    祐斗(2) 59.03 久保田涼介(1) 58.06 假屋圭一郎(1) 56.68 高田  彰太 56.01 大賀  健太 54.59 本田  直也(2) 53.52 末永  裕輝(1) 53.10
やり投 鹿児島･イケダパン 福岡･九州共立大 宮崎･徳山大 宮崎･九州情報大 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･志学館大 大分･福岡大 佐賀･福岡大

08/21 林田  章紀 6843 川口  幸男(4) 6553 植木    誠(4) 6162 西山  尚伸 5838 山口  了平 5792 松尾  隆広(4) 5723 岩崎  史晃(2) 5714 小倉  希望(3) 5499
十種競技 長崎･順天堂大 宮崎･中京大 福岡･福岡大 熊本･鹿屋体大 佐賀･国見台AC 福岡･福岡大 福岡･福岡大 鹿児島･鹿児島高

08/21 ジュニア男子  -0.1 冨田    智(3) 10.83 与那国  塁(2) 10.88 桐原  悠也(2) 10.90 橋元  晃志(1) 10.92 長嶺  尚輝(3) 11.02 木下  裕基(1) 11.06 福永  亮太(3) 11.10 山本  大介(2) 11.16
100m 熊本･鹿本高 沖縄･那覇西高 鹿児島･川薩清修館高 鹿児島･川薩清修館高 沖縄･那覇西高 福岡･東福岡高 熊本･人吉高 宮崎･宮崎北高

08/20 山本  大介(2) 48.66 上妻  昇太(2) 49.15 吉田恭一郎(3) 49.30 東谷  祐樹(2) 49.79 三宮  弘矢(3) 49.97 花田  純一(1) 50.40 高野    陸(2) 51.28 中島  祐亮(1) 51.76
400m 宮崎･宮崎北高 佐賀･鳥栖工高 熊本･人吉高 福岡･高稜高 大分･楊志館高 福岡･筑陽学園高 大分･大分舞鶴高 福岡･直方高

08/22 佐護  啓輔(3) 15,27.02 樺島  裕貴(3) 15,39.34 賀    光哉(3) 15,47.45 吉岡  紀元(2) 15,53.17 寶井  啓記(3) 15,57.67 水谷  春介(2) 15,59.94 米澤  拓矢(2) 16,03.98 齋藤  龍二(3) 16,15.21
5000m 長崎･西彼杵高 福岡･福岡第一高 鹿児島･鶴翔高 福岡･福岡第一高 福岡･福岡第一高 宮崎･日南学園高 鹿児島･鶴翔高 福岡･福岡第一高

08/21 竜口  慎平(3) 1.94 築城  聡史(2) 1.91 新崎  宇宙(2) 1.91 瀬戸口  桂(1) 1.88 山崎  友雅 1.88 古賀  拓魅(1) 1.85 谷口  真一(2) 1.85 寺川  拓弥(2) 1.85
走高跳 福岡･福岡第一高 大分･大分西高 沖縄･那覇西高 鹿児島･鹿児島南高 佐賀･龍谷高 福岡･福岡第一高 福岡･福翔高 福岡･直方高

08/20 小森    翔(1) 7.57(+1.1) 飯田    旭(1) 7.10(+2.2) 溝口  雅也(2) 6.80(+1.7) 塩川美鶴樹(3) 6.78(+1.4) 大城  裕弥(1) 6.54(+1.1) 中西  亮輔(2) 6.52(+2.7) 諸見里真寛(2) 6.50(+0.9) 奥松  勇貴(1) 6.45(+2.3)
走幅跳 長崎･名桜大 福岡･福岡第一高 福岡･八幡南高 大分･杵築高 沖縄･名桜大 福岡･福岡第一高 沖縄･那覇西高 宮崎･大宮高

08/21 冨山浩太郎(3) 15.03 川口    光(3) 13.92 阿比留大地(1) 13.21 當眞  寛人(1) 12.73 甲斐  佑希(3) 12.67 野村  晋平(1) 12.34 山口  優耶(3) 11.55 川上  真和(2) 11.39
砲丸投 宮崎･都城高専 佐賀･唐津南高 長崎･口加高 沖縄･中部商高 熊本･熊本西高 福岡･明善高 佐賀･嬉野高 長崎･西海学園高

08/20 翁長  裕太(3) 42.22 甲斐  佑希(3) 39.53 古竹  秀平(3) 37.14 青木  慎二(3) 35.82 松本裕太郎(1) 34.67 山川  竜成(2) 34.66 川上  真和(2) 32.57 新名  鴻佑(2) 32.16
円盤投 沖縄･那覇西高 熊本･熊本西高 佐賀･唐津工高 佐賀･唐津南高 熊本･松橋高 長崎･西海学園高 長崎･西海学園高 宮崎･日向工高

08/22 岡林  幹大(3) 55.86 坂本都志記(1) 52.38 田中  一成(2) 51.49 村井  智貴(2) 51.47 伊藝    伸(3) 51.32 中瀬  拓也(2) 50.81 坂本  翔吾(3) 47.28 児玉    聡(2) 46.40
やり投 宮崎･都城商高 福岡･門司大翔館高 長崎･西海学園高 長崎･西彼杵高 沖縄･中部商高 宮崎･大宮高 佐賀･厳木高 宮崎･宮崎南高



女 第65回　九州陸上競技選手権大会
期　　日 平成22年8月20日(金)～22日(日)
陸 協 名　 福　岡 総　　務 八木　雅夫
主催団体 九州陸上競技協会・毎日新聞社 大会ｺｰﾄﾞ 10452000 審 判 長 （ﾄﾗｯｸ）安永　郁司（跳躍）大神　和彦（投擲）山﨑　義秋（混成）大音　仁（招集所）川崎　洋
会　　場 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ 401050 記録主任 山下　真一

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
08/21 一般女子  -0.4 津波    茜(1) 12.27 塚本千英美 12.31 松田  優美(1) 12.41 安部早也加(1) 12.44 江口  祥子(2) 12.49 大上紗弥花(3) 12.52 岩坪  由紀 12.61 米田  希里(2) 12.71

100m 沖縄･福岡大 福岡･SMS-AC 宮崎･宮崎商高 宮崎･日南学園高 佐賀･九州共立大 福岡･中村学園女子高 鹿児島･鹿児島大 熊本･熊本中央高
08/22  +0.8 関  愛里咲(3) 24.49 岩坪  由紀 25.01 儀間  徳子(4) 25.15 大久保みどり 25.20 﨑向  真夕(3) 25.20 大上紗弥花(3) 25.24 濵田  夏帆(3) 25.30 寺地  由真(2) 25.41

200m 長崎･長崎女子高 鹿児島･鹿児島大 沖縄･名桜大 鹿児島･志学館大 鹿児島･鹿児島女子高 福岡･中村学園女子高 宮崎･日南高 鹿児島･川薩清修館高
08/20 藤岡絵里奈(2) 56.21 新宅  麻未(2) 56.59 江藤あずみ(2) 56.73 芝    史織(4) 57.26 柳田    恵(2) 58.48 堤    詩織(4) 58.81 中原  明依(3) 59.40 畑瀨    彩(3) 60.09

400m 熊本･熊本商高 熊本･熊本商高 熊本･愛媛女子短大 福岡･福岡大 宮崎･延岡商高 熊本･熊本大 福岡･高稜高 佐賀･佐賀商高
08/21 宗  由香利 2,09.26 平山    萌(1) 2,15.53 今山  結未(2) 2,16.67 福内  櫻子(2) 2,18.10 森川  果奈(2) 2,22.65 清家  奈夏(1) 2,24.50 宮川  優子(2) 2,25.72 小川  愛加(3) 2,29.55

800m 宮崎･旭化成 GR 福岡･愛媛女子短期大 佐賀･佐賀清和高 福岡･近大福岡高 長崎･佐世保商高 宮崎･延岡高 大分･杵築高 宮崎･都城商高
08/22 宗  由香利 4,22.05 木村  友香(1) 4,25.23 光延  友希(3) 4,36.06 園田  聖子(1) 4,39.79 江頭  愛美(1) 4,44.90 結城  彩花(2) 4,45.72 工藤しずか(4) 4,46.38

1500m 宮崎･旭化成 福岡･筑紫女学園高 佐賀･佐賀清和高 福岡･筑紫女学園高 福岡･筑紫女学園高 福岡･自由ケ丘高 熊本･久留米工大
08/21 若月  一夏 16,25.45 西見  陽子 16,41.07 加藤    岬 17,02.54 阪本  奈々 17,18.41 黒木  春那 18,19.28 境田  莉歩(3) 18,30.33 森崎  聖奈(2) 18,57.88 蛯原奈津恵 19,07.33

5000m 福岡･TOTO 長崎･十八銀行 福岡･九電工 長崎･十八銀行 鹿児島･ナンチク 宮崎･宮崎学園高 宮崎･愛媛女子短大 宮崎･宮崎市陸協
08/20 藤田  真弓 36,14.43 井上  直子 37,26.32 谷山  裕香 38,12.45 吉良  晴菜 38,34.90 花堂  若菜 39,19.85

10000m 長崎･十八銀行 鹿児島･ナンチク 鹿児島･ナンチク 福岡･TOTO 鹿児島･ナンチク
08/22  +1.9 柴    梨沙 13.60 塩塚あかね 14.08 松下  成美 14.19 田邉ちひろ(3) 14.26 藤本  優未(2) 14.29 河野あづさ 14.37 鉄留  聖子 14.37 安慶名由衣(4) 14.44

100mH 福岡･SMS-AC GR 熊本･セルモ 長崎･福岡大 大分･杵築高 熊本･九州学院高 宮崎･宮崎AC 福岡･福岡大学ｸﾗﾌﾞ 沖縄･東京女子体大
08/21 櫻井  里佳 59.72 熊谷  夏巳(2) 59.93 梅元  里菜(3) 1,00.06 杉山真奈穂(3) 1,00.57 佐竹  春南(2) 1,03.88 南谷  優里(3) 1,03.88 村武  由香(2) 1,06.14 宮本紗也華(3) 1,06.86

400mH 福岡･福岡大ｸﾗﾌﾞ GR 宮崎･宮崎商高 GR 宮崎･宮崎商高 GR 福岡･筑紫女学園高 熊本･熊本中央高 鹿児島･鹿児島女子高 大分･福岡大 熊本･熊本西高
08/20 淺田千安芸 22,49.60 谷頭  聖華(3) 26,25.53 畑中佳菜子(3) 26,30.10 小野  美咲(3) 26,51.07 髙田  真緒(3) 27,28.62 天津　　瞳(3) 27,55.72 藤田  侑子(3) 28,05.84 松田  里菜(2) 28,13.06

5000mW 福岡･DNP西日本 GR 熊本･熊本商高 福岡･近大福岡高 福岡･柳川高 熊本･熊本商高 福岡･武蔵台高 熊本･九州学院高 佐賀･牛津高
08/21 宮崎商高       47.45 熊本大       47.65 SMS-AC       47.99 熊本信愛女子高      49.33 大分西高       49.45 筑紫女学園高       49.69 熊本商高       49.77 中村学園女子高      49.82

4x100mR 月野  涼華(2) 中尾  有沙 林  明日香 鬼塚  梨沙(3) 飛田  晴華(1) 平野  敦子(2) 松川    雅(1) 森山絵美理(1)
松田  優美(1) 開  かおり(1) 塚本千英美 木村  友香(3) 土岐  遥菜(1) 杉山真奈穂(3) 藤岡絵里奈(2) 北道理紗子(1)
熊谷  夏巳(2) 礒部  美里(1) 久志    萌 山下  香織(3) 園田    鈴(2) 井上  理菜(2) 小林  桃子(1) 広島  有倫(2)
梅元  里菜(3) 大庵  樹里(4) 柴    梨沙 頼藤    裕(3) 十時  千歌(1) 大蔵  早紀(3) 松原美奈子(1) 坂本  美優(1)

08/22 熊本商高     3,50.84 筑紫女学園高     3,52.83 熊本大     3,55.77 誠修高     3,57.09 高稜高     3,57.54 日南高     4,01.87 近大福岡高     4,01.90 熊本信愛女子高    4,05.39
4x400mR 小林  桃子(1) 大蔵  早紀(3) 開  かおり(1) 新原  麻衣(2) 中原  明依(3) 坂本    麗(2) 藤野    愛(2) 竹田  未央(3)

藤岡絵里奈(2) 福嶋美和子(2) 山下亜希子(3) 上田芙実香(2) 谷本麻奈美(2) 濵田  夏帆(3) 阿部つぐみ(2) 山下  香織(3)
増永  彩花(3) 前川  萌那(2) 礒部  美里(1) 城戸  祐子(2) 平山    遥(2) 甲斐紗也加(2) 廣見  彩詠(2) 木村  友香(3)
新宅  麻未(2) 杉山真奈穂(3) 堤    詩織(4) 古村美智奈(2) 藤谷明日香(3) 橋口  栞奈(2) 福内  櫻子(2) 頼藤    裕(3)

08/22 新宅  麻未 1.65 平山    遥(2) 1.65 浦  かおり 1.65 田中  宏美(2) 福岡･中村学園女子高 1.60 村上佑琳子(2) 1.60 太原  千夏 1.55
走高跳 福岡･マリンポリス 福岡･高稜高 福岡･マリンポリス 泉    智子(4) 熊本･熊本大 福岡･中村学園女子高 鹿児島･鹿屋体大

堂乃下  藍 鹿児島･愛知教育大
08/21 松島  智美 3.20 十時  千歌(1) 3.00 富盛  里菜(2) 2.80 津地  恵美(3) 熊本･西合志中 2.40 後藤奈那子(3) 2.40

棒高跳 熊本･菊池養護 大分･大分西高 沖縄･南風原高 冨田亜香音(1) 熊本･熊本中央高 熊本･西合志中
08/22 宇佐波良子(4) 6.14(+1.5) 濵島  陽子 5.97(+2.1) 高武  華子(2) 5.95(+0.9) 中川  秋奈(2) 5.89(+1.3) 中尾  有沙 5.88(+2.3) 末永  成美(1) 5.73(+1.4) 井戸田李湖(2) 5.53(+1.7) 河津  美幸(2) 5.52(+1.0)

走幅跳 福岡･九州共立大 鹿児島･パテック 福岡･福岡大 福岡･高稜高 熊本･熊本大 鹿児島･鹿児島女子高 鹿児島･甲南高 大分･日田藤蔭高
08/21 中尾  有沙 12.36(+1.3) 仲村  優里(4)11.83(+0.3) 吉田  加代 11.79(+0.8) 川崎裕美子 11.69(+0.1) 中村  明子(3)11.58(+1.6) 内野  香苗 11.55(+0.9) 村吉  綾乃 11.46(+0.1) 馬渡那津子 10.80(+2.2)

三段跳 熊本･熊本大 GR 沖縄･名桜大 鹿児島･京セラ鹿児島 宮崎･宮崎AC 福岡･小倉西高 長崎･福岡大 沖縄･前原高教 佐賀･ムーンスター
08/22 知念  莉子(2) 13.14 境    実穂(1) 13.11 大森かりん(3) 12.68 鳥飼  順花 12.55 伊藤    早(3) 12.15 中西  彩乃 11.75 松浦　良美(2) 11.70 甲斐  雅美 10.77

砲丸投 沖縄･那覇西高 福岡･鹿屋体育大 福岡･福大若葉高 福岡･順天堂大 福岡･自由ケ丘高 鹿児島･志学館大 熊本･熊本国府高 熊本･issei T
08/21 西別府千愛 44.78 浦崎  楓怜(3) 41.24 永利佳奈子(3) 40.24 有田    愛(4) 40.10 知念  莉子(2) 39.03 森    千明(1) 38.96 濵田  麻里 37.89 吹田芙奈美(2) 37.87

円盤投 鹿児島･九州共立大 沖縄･那覇西高 福岡･九州共立大 福岡･国士舘大 沖縄･那覇西高 佐賀･福岡大 熊本･松橋高 福岡･九州共立大
08/22 山城  美貴 54.08 知念  春乃(2) 52.90 前田    愛(3) 48.32 池田  綾乃(3) 47.53 大城  李子(3) 46.20 福嶋恵里子 45.77 儀間  美香(1) 45.75 浦崎  楓怜(3) 45.73

ﾊﾝﾏｰ投 福岡･九共大ｸﾗﾌﾞ 沖縄･九州共立大 熊本･九州共立大 福岡･九州共立大 沖縄･那覇西高 大分･鹿屋体大 沖縄･九州共立大 沖縄･那覇西高
08/20 塚本友里恵(4) 50.27 川述    優(1) 48.63 島袋  優美(2) 44.17 坂本奈津希(3) 43.66 谷風  夏美 42.25 池邉亜祐美(1) 42.01 池田美乃里 40.31 日高  美紀 39.04

やり投 福岡･鹿屋体育大 GR 大分･順天堂大 沖縄･那覇西高 福岡･福岡大 福岡･SMS-AC 熊本･九州共立大 鹿児島･志学館大 宮崎･宮崎AC
08/22 高瀬  怜奈 4566 藤谷明日香(3) 4433 前川  萌那(2) 4299 松浦  久美 4220 薄    美希(3) 4195 藤原  朋美(2) 3922 新山  桃子(2) 3774 徳田  はな(2) 3666

七種競技 熊本･熊本工高 福岡･高稜高 福岡･筑紫女学園高 福岡･B&Kｱｽﾘｰﾄ 福岡･高稜高 福岡･福大若葉高 鹿児島･鹿児島女子高 鹿児島･鹿児島女子高
08/22 ジュニア女子  +4.1 金城かんな(3) 25.08 礒部  美里(1) 25.09 加藤    咲(1) 25.39 山下  香織(3) 25.69 野田  遥奈(3) 25.77 濱田  祐実(1) 25.95 宮本  楓子(3) 25.99 鳥越  紫乃(2) 26.47

200m 沖縄･那覇西高 熊本･熊本大 福岡･戸畑高 熊本･熊本信愛女子高 福岡･三潴高 大分･佐伯豊南高 熊本･熊本商高 福岡･八幡南高
08/21 木村  友香(1) 9,26.99 西  真衣香(3) 9,47.66 佐々木伽歩(2) 9,49.11 光延  友希(3) 9,51.06 山本  恵理(3) 9,52.26 西  祐衣香(3) 10,02.65 打田  理紗 10,02.73 江頭  愛美(1) 10,06.04

3000m 福岡･筑紫女学園高 熊本･熊本信愛女子高 福岡･筑紫女学園高 佐賀･佐賀清和高 福岡･筑紫女学園高 熊本･熊本信愛女子高 長崎･十八銀行 福岡･筑紫女学園高
08/20   0.0 伊敷  綾乃(3) 14.72 田中  美有(3) 14.74 前川  萌那(2) 15.13 小川  千里(2) 15.18 野上  花恵(2) 15.33 脇田  敦己(2) 15.37 上川紗友里(2) 15.41 坂本  美優(1) 16.89

100mH 沖縄･那覇西高 鹿児島･大口明光学園高 福岡･筑紫女学園高 長崎･大村高 福岡･北九州高 大分･杵築高 鹿児島･鹿児島高 福岡･中村学園女子高
08/20 八塚    彩(1) 1.63 仲本佑里恵(2) 1.60 藤谷明日香(3) 1.55 上田  栞菜(1) 1.55 古川  彩香(1) 1.50 重信  玲奈(1) 鹿児島･鹿児島高 1.50 谷    和泉(2) 1.50

走高跳 福岡･福岡中央高 沖縄･那覇西高 福岡･高稜高 大分･佐伯鶴城高 熊本･九州学院高 田中ふくさ(1) 鹿児島･鹿児島南高 福岡･福翔高
08/21 北里  優季(3) 11.73 鈴木  里和(2) 11.03 比屋根香澄(2) 9.85 溝部  亜澄(2) 9.73 諸留  美和(2) 9.48 山本  朋果(1) 9.45 内田英里香(3) 9.40 松岡  由起(2) 9.20

砲丸投 熊本･鹿本高 福岡･福大若葉高 福岡･福大若葉高 福岡･自由ケ丘高 鹿児島･鹿児島南高 佐賀･佐賀商高 熊本･熊本西高 福岡･中村学園女子高
08/20 福地  加恵(3) 39.81 元木  綾乃(2) 38.25 大平  笑子(1) 32.89 福井  京子(3) 31.46 田中  沙季(1) 31.45 諸留  美和(2) 30.09 谷口    晶(1) 29.82 本山さゆり(2) 29.32

円盤投 沖縄･中部商高 福岡･福大若葉高 福岡･近大福岡高 福岡･自由ケ丘高 福岡･福岡中央高 鹿児島･鹿児島南高 福岡･自由ケ丘高 福岡･福大若葉高



p.4 / 34 トラック種目・予選・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
一般男子 08/21  1組 +0.3  1 原    翔平(3) 福岡    10.71  2 米原  翔太(3) 宮崎    10.83  3 大城  真悟 沖縄    10.89  4 児玉  安昭 鹿児島    10.96

福岡大 中京大 SOLA沖縄RC KAC
 5 新垣  隆仁 沖縄    11.10  6 中本  諒平 長崎    11.11  7 荻山  宜樹 長崎    11.20  8 高山健一郎(3) 佐賀    11.27

SOUTH WIND 長崎AC 諫早市陸協 浜松大
田中翔太郎(3) 長崎 棄権    

西陵高
 2組 -2.3  1 岩元  一章 長崎    10.74  2 古謝  直樹(3) 沖縄    10.80  3 川路  龍世 鹿児島    10.95  4 有田  圭介 鹿児島    11.10

長崎AC 名桜大 鹿児島大 鹿屋体大
 5 緒方  謙太 熊本    11.11  6 山口  竜哉(2) 鹿児島    11.18  7 若山  裕射(2) 福岡    11.23  8 大迫  淳一(3) 熊本    11.35

チッソ 鶴翔高 西日本工業大 熊本大
 9 梅崎  祐介(1) 佐賀    11.44

福岡大
 3組 -0.8  1 貞永  健剛(3) 熊本    10.76  2 日高  克哉 大分    11.05  3 當眞  裕樹 沖縄    11.09  4 佐々木邦人 熊本    11.22

熊本陸協 新日鐵大分 福岡大院 HEARTS
 5 比嘉  俊公(2) 沖縄    11.25  6 竹島  大喜(3) 大分    11.26  7 山下  浩平(4) 福岡    11.36  8 阿比留和正 長崎    11.43

名桜大 佐伯鶴城高 福岡大 長崎AC
中山  泰志(3) 鹿児島 棄権    

甲南高
 4組 +1.7  1 日高  一慶 宮崎    10.74  2 岩本慎一郎 熊本    10.88  3 藤原    豪(3) 福岡    10.94  4 塚本    忠 福岡    10.98

宮崎AC 肥後銀行 小倉工高 小倉SAT
 5 吉村  哲彦 大分    11.04  6 中西  成彬(2) 宮崎    11.05  7 島    大嵩(2) 佐賀    11.18 永沼  賢治(2) 大分 棄権    

大分AC 福岡大 佐賀大 大分舞鶴高
一般男子 08/22  1組 +3.3  1 与那国  塁(2) 沖縄    21.98  2 恒吉  和輝(2) 鹿児島    22.22  3 鈴木    諒 宮崎    22.47  4 石田    豪(2) 熊本    22.82

那覇西高 名桜大 日南市陸協 熊本中央高
佐々木邦人 熊本 棄権    上妻  昇太(2) 佐賀 棄権    中山  泰志(3) 鹿児島 棄権    中村  圭太(4) 大分 棄権    

HEARTS 鳥栖工高 甲南高 福岡大
杉本  昂亮(3) 大分 棄権    

杵築高
 2組 -0.2  1 冨田    智(3) 熊本    22.07  2 當眞  裕樹 沖縄    22.14  3 八木  維信(3) 長崎    22.16  4 有田  圭介 鹿児島    22.35

鹿本高 福岡大院 長崎日大高 鹿屋体大
 5 高山健一郎(3) 佐賀    22.48  6 山本  大介(2) 宮崎    22.66  7 松田  亮介(3) 福岡    23.40  8 山内  昌也 沖縄    23.68

浜松大 宮崎北高 九州大 沖縄大職員
 3組 +2.9  1 蓮尾  晃平(4) 福岡    21.72  2 桐原  悠也(2) 鹿児島    21.87  3 長嶺  尚輝(3) 沖縄    22.28  4 須崎  康臣(2) 熊本    22.65

福岡大 川薩清修館高 那覇西高 福岡教育大
 5 中平  研吾(3) 福岡    22.66  6 田中  利幸 佐賀    23.12 高尾  隼也 長崎 棄権    三宅  勝幸 熊本 棄権    

中間高 国見台AC 長崎AC 熊本大
 4組 +1.8  1 木村  賢太(2) 大分    22.19  2 児玉  安昭 鹿児島    22.23  3 重松  宏樹 佐賀    22.38  4 野口  将吾(2) 長崎    23.04

杵築高 KAC 国見台AC 西陵高
 5 小田  敏輝(3) 宮崎    23.07 井上    誠(4) 福岡 棄権    永沼  賢治(2) 大分 棄権    吉田  翔太(3) 宮崎 棄権    

宮崎南高 福岡大 大分舞鶴高 宮崎工高
一般男子 08/20  1組  1 村田  丈尚(3) 鹿児島    48.76  2 久保  昇平(2) 佐賀    49.05  3 尾中  優太(3) 福岡    49.10  4 田山    凌(3) 大分    49.80

鹿児島南高 福岡大 筑陽学園高 楊志館高
 5 八木  維信(3) 長崎    49.89  6 上野  大輝(3) 福岡    50.13  7 鈴木    諒 宮崎    51.00

長崎日大高 自由ケ丘高 日南市陸協
 2組  1 吉崎  晋介(3) 福岡    49.61  2 木村  賢太(2) 大分    50.08  3 北園  貴志 鹿児島    50.31  4 藤岡  大樹(2) 熊本    50.34

自由ケ丘高 杵築高 福岡大 西日本工業大
 5 甲斐  翔太(4) 大分    51.24  6 是永  裕司 大分    52.62 三宅  勝幸 熊本 棄権    

久留米大 大分陸協 熊本大
 3組  1 濱    貴博 鹿児島    50.14  2 下見  健太(3) 長崎    50.49  3 的場  仁志(3) 佐賀    50.59  4 野上  尭史(3) 宮崎    50.92

京セラ鹿児島 佐世保工高 佐賀大 宮崎工高
 5 中村  圭太(4) 大分    51.39  6 織田    尭 熊本    51.70 永野  佑一(3) 福岡 棄権    

福岡大 IEC九州国際 育徳館高
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陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
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位

順
位

順
位

順
位

 4組  1 川本  稜佑(3) 福岡    49.65  2 新福  拓也 鹿児島    50.04  3 鍛冶  祐太(3) 福岡    50.81  4 櫛間  理史(1) 宮崎    51.31
自由ケ丘高 鹿屋体大 門司大翔館高 福岡大

郡山    健 鹿児島 棄権    仮屋  克俊(4) 宮崎 棄権    
KAC 徳山大

一般男子 08/21  1組  1 谷川  一晃(3) 熊本  1,59.12  2 大貫  隼世(2) 熊本  1,59.15  3 佐護  啓輔(3) 長崎  1,59.16  4 尼子    啓(3) 大分  1,59.76
熊本中央高 鹿屋体大 西彼杵高 高田高

 5 山下  和丸(2) 長崎  2,00.08 刀根  大己 福岡 棄権    児玉勇太朗(3) 宮崎 棄権    
佐世保実高 山梨学院大 宮崎西高

 2組  1 渡辺  崇臣(1) 福岡  1,56.65  2 上妻  昇太(2) 佐賀  1,57.25  3 小川  晃聖(3) 熊本  1,59.47  4 川上  昇吾 沖縄  1,59.87
魁誠高 鳥栖工高 人吉高 SOLA沖縄RC

 5 馬場  広大(2) 鹿児島  2,00.49  6 田村  諭弥 大分  2,03.08 前畑光一郎 宮崎 棄権    
鹿児島南高 佐伯わくわく 宮崎県庁

 3組  1 千輪  浩平(2) 福岡  1,56.50  2 牛水  将憲(4) 宮崎  1,56.54  3 田中  宏樹(3) 大分  1,56.84  4 小野  洋平(3) 鹿児島  1,59.81
純真高 宮崎大 西日本工業大 鹿児島南高

 5 橋口    誠(3) 長崎  2,00.36  6 政野  史聖(1) 宮崎  2,00.46  7 折小野伸哉 鹿児島  2,04.19
佐世保工高 山梨学院大 川内商工高

 4組  1 秋武  翔太 福岡  1,55.92  2 塚崎  精人(3) 福岡  1,56.11  3 河端  逸人(3) 熊本  1,56.18  4 中原  拓海(2) 鹿児島  1,57.33
山口大 高稜高 熊本大 鶴翔高

 5 後藤  鉄朗(2) 大分  1,59.19  6 松木  祐樹(4) 宮崎  1,59.44  7 大島  千幸(3) 熊本  2,03.19  8 田中  駿伍(2) 宮崎  2,04.01
楊志館高 宮崎大 人吉高 五ヶ瀬中等

一般男子 08/22  1組 +2.2  1 深川  貴司(4) 福岡    14.26  2 濱脇  栄俊(3) 大分    14.86  3 御堂  峰弘(4) 福岡    14.89  4 浜崎  慎也(2) 鹿児島    15.17
順天堂大 西日本工業大 福岡大 鹿児島南高

 5 新崎  宇宙(2) 沖縄    15.31  6 長野  祥雄(2) 佐賀    15.84 領家  伸弥(3) 宮崎 棄権    
那覇西高 鳥栖高 宮崎工高

 2組 +1.0  1 永田  清典 長崎    14.48  2 原    佑弥(2) 福岡    14.82  3 田畑  健伸(3) 熊本    15.74  4 吉田恭一郎(3) 熊本    16.01
長崎AC 自由ケ丘高 熊本大 人吉高

 5 大津  正裕 鹿児島    16.05 佐藤  浩大(2) 宮崎 棄権    澤田  右京(2) 福岡 棄権    
鹿児島国際大 宮崎北高 東洋大

 3組 +0.9  1 中野  陽平 福岡    14.53  2 菅    周平 大分    15.17  3 福島    航(3) 福岡    15.32  4 平岡  稜也(2) 大分    15.44
福岡陸協 大分市役所 筑陽学園高 楊志館高

 5 安部  達輝 大分    15.73  6 北園    駿 鹿児島    16.46 矢野    響(1) 宮崎 棄権    
九州共立大 志学館大 宮崎北高

 4組 -0.1  1 大城    新(3) 沖縄    14.71  2 貞光  孝則 福岡    14.97  3 藤木祐一郎 福岡    15.41  4 麓    大輔 鹿児島    15.69
琉球大 新日鐵 糟屋陸協 鹿児島大

 5 黒木  正大(2) 宮崎    16.96  6 鬼塚  裕己(2) 佐賀    17.20  7 正木  友海(1) 佐賀    17.25 本多  隆成(2) 熊本 棄権    
宮崎西高 唐津商高 九州共立大 松島商高

一般男子 08/21  1組  1 永野  佑一(3) 福岡    53.49  2 植田  翔吾 長崎    53.67  3 尾石　幸広(1) 福岡    53.71  4 吉田恭一郎(3) 熊本    54.74
育徳館高 長崎AC 西日本工業大 人吉高

 5 小野  公平(3) 鹿児島    55.70  6 高木  靖幸 大分    59.17 高野祥太郎(2) 福岡 棄権    赤坂  知則(2) 佐賀 棄権    
川薩清修館高 大分AC 福岡大 九州共立大

 2組  1 小幡  進悟(3) 福岡    53.72  2 福島    航(3) 福岡    54.30  3 田中  一輝(2) 福岡    54.37  4 中尾  誠一(1) 佐賀    56.60
福岡大 筑陽学園高 福岡大 九州共立大

 5 山本  泰暉(1) 鹿児島    56.93  6 黒木  一誠(1) 鹿児島    58.53  7 馬原  佑介(2) 宮崎  1,00.85 金城    凌(1) 沖縄 棄権    
鹿児島玉龍高 名桜大 五ヶ瀬中等 沖縄国際大

 3組  1 吉形　政衡 福岡    52.50  2 富﨑  慧成(3) 熊本    55.04  3 吉永    悠(1) 宮崎    56.01  4 佐藤  将仁 大分    56.46
北九州RiC 天草高 福岡大 大分大

 5 花木  瑛美(2) 大分    57.93  6 新美  尚行 大分    58.44  7 安田  慶佑(3) 沖縄    59.07  8 梶原    海(2) 沖縄    59.35
杵築高 大分大 那覇西高 名桜大

佐藤  浩大(2) 宮崎 棄権    
宮崎北高

 4組  1 三宅  修司(3) 鹿児島    53.43  2 犬童  耕平(4) 熊本    54.72  3 長野  祥雄(2) 佐賀    55.11  4 平岡  稜也(2) 大分    57.75
中央大 熊本大 鳥栖高 楊志館高

 5 矢野誠一郎(3) 宮崎    57.96  6 倉津  怜也 鹿児島    58.48  7 伊東圭一郎(3) 宮崎  1,01.49  8 富田  聖大(3) 沖縄  1,07.96
都城商高 鹿児島大 日南高 具志川高

110mH

800m

400mH
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陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050
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ジュニア男子 08/21  1組 +0.9  1 冨田    智(3) 熊本    10.93  2 川崎  耕海 鹿児島    11.58  3 松原進之佑(2) 熊本    11.77  4 坂井  泰士(2) 福岡    11.89
鹿本高 鹿児島国際大 天草高 東福岡高

 5 田中    医(2) 大分    11.94  6 上野  新矢(1) 宮崎    12.06  7 神田  龍平(2) 佐賀    12.58 玉井  修平(1) 大分 棄権    
別府青山高 都城高専 塩田工高 大分舞鶴高

只松  夕輝(2) 福岡 棄権    
新宮高

 2組 +0.5  1 尾石  利広(3) 福岡    11.32  2 平田  勝巳(1) 宮崎    11.48  3 東屋    真(3) 福岡    11.51  4 渕上  和成(1) 熊本    11.67
小郡高 宮崎工高 北九州高専 水俣高

 5 佐々木仁哉(1) 大分    11.73  6 重富  穂高(1) 熊本    11.92  7 真栄城丈治(2) 沖縄    12.05  8 山田  拓斗(1) 宮崎    12.68
大分舞鶴高 松橋高 前原高 都城商高

金城  史幸(2) 沖縄 棄権    
那覇西高

 3組 +1.2  1 与那国  塁(2) 沖縄    11.06  2 松本  滉希(2) 福岡    11.15  3 峰    龍盛(2) 長崎    11.49  4 三善  康平(1) 福岡    11.60
那覇西高 自由ケ丘高 西海学園高 新宮高

 5 高濱  拓也(2) 宮崎    11.91  6 渡邉    晨(2) 福岡    11.93  7 太田翔一郎(2) 福岡    12.22  8 東村  秀周(2) 宮崎    12.55
延岡高 小郡高 若松商高 高城高

上坂  未央(1) 熊本 棄権    
開新高

 4組 +1.3  1 木下  裕基(1) 福岡    11.05  2 橋本  伊織(2) 福岡    11.31  3 上原  拓朗(2) 熊本    11.33  4 丁    将広(2) 熊本    11.44
東福岡高 筑陽学園高 人吉高 水俣高

 5 吉村  光平(1) 福岡    11.69  6 河島  直樹(2) 福岡    11.88  7 佐藤  寛太(1) 佐賀    11.95  8 児玉竜之介(2) 宮崎    12.33
西南学院高 三井高 鳥栖高 高城高

西    拓斗(3) 佐賀 棄権    
佐賀商高

 5組 +0.9  1 川内  等意(3) 福岡    11.05  2 福永  亮太(3) 熊本    11.18  3 澤田  泰介(2) 福岡    11.45  4 富永  尚樹(1) 宮崎    11.55
自由ケ丘高 人吉高 北九州高 日南高

 5 大崎  陽平(1) 宮崎    11.78  6 澤野  薫平(1) 宮崎    11.86  7 桝本  颯佑(1) 大分    12.10  8 矢ヶ部  学(1) 佐賀    12.64
延岡高 大宮高 杵築高 鹿島高

吉田  圭佑 鹿児島 棄権    
鹿児島大

 6組 -0.4  1 長嶺  尚輝(3) 沖縄    11.15  2 川原  良介(2) 鹿児島    11.48  3 藤崎  昴大(2) 福岡    11.60  4 田原  魁人(2) 宮崎    11.78
那覇西高 川薩清修館高 自由ケ丘高 宮崎工高

 5 田邊  巧樹(2) 福岡    11.81  6 田中  基喜(2) 福岡    11.84  7 橋本  佳明(2) 佐賀    11.85  8 中島  玄貴(2) 福岡    12.41
稲築志耕館高 筑陽学園高 唐津東高 香椎工高

 9 加来  真一(1) 福岡    12.65
東筑紫学園高

 7組 +1.2  1 山本  大介(2) 宮崎    11.10  2 小森    翔(1) 長崎    11.17  3 森    将輝(1) 鹿児島    11.39  4 福山    翼(1) 長崎    11.41
宮崎北高 名桜大 慶応義塾大 西海学園高

 5 岡本  将宗(1) 佐賀    11.68  6 酒井  優一 宮崎    11.81  7 中島  祐亮(1) 福岡    12.01  8 友廣  純平(2) 佐賀    12.27
鳥栖工高 九州共立大 直方高 塩田工高

 9 道迫    彬(2) 福岡    12.83
香椎工高

 8組 +1.7  1 橋元  晃志(1) 鹿児島    10.92  2 森竹  勇介(1) 鹿児島    11.18  3 藤田  健嗣(1) 佐賀    11.47  4 小林  翔人(1) 大分    11.59
川薩清修館高 名桜大 鳥栖工高 杵築高

 5 柴田  真伍(1) 熊本    11.93  6 鈴本  将哉(1) 福岡    11.94  7 矢野  健太(3) 宮崎    12.40  8 國分  大登(1) 福岡    12.79
大津高 直方高 延岡商高 稲築志耕館高

矢野    響(1) 宮崎 棄権    
宮崎北高

 9組 +0.5  1 桐原  悠也(2) 鹿児島    10.95  2 宜保    駿(3) 沖縄    11.31  3 濱﨑  龍一(2) 鹿児島    11.50  4 岩切  啓太(2) 宮崎    11.67
川薩清修館高 那覇西高 鶴翔高 宮崎南高

 5 鈴木  隼太(2) 佐賀    11.68  6 松本  浩輝(2) 福岡    11.73  7 瀬之口翔太(2) 宮崎    11.97  8 鶴井  健陽(1) 福岡    12.29
鳥栖工高 中間高 都城高専 東筑紫学園高

10組 +2.0  1 廣津  大介(3) 宮崎    11.27  2 佐藤  雅也(2) 大分    11.60  3 田畑  大輔 鹿児島    11.66  4 俣野    諒(2) 佐賀    11.69
宮崎工高 佐伯鶴城高 鹿児島国際大 鳥栖高

 5 荻原  一成(3) 宮崎    11.82  6 中村  卓也(2) 佐賀    11.86  7 川添    翼(2) 宮崎    12.08 多田隈昇吾(2) 大分 棄権    
延岡商高 鳥栖工高 日南高 楊志館高
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11組 0.0  1 菊井慎一郎 熊本    11.39  2 平部  真彰(1) 熊本    11.54  3 西田    光(1) 鹿児島    11.62  4 桐原    誠(1) 熊本    11.73
IEC九州国際 熊本大 鹿児島南高 開新高

 5 大石    卓(1) 熊本    11.98  6 伊藤  亮志(2) 大分    12.12  7 池田  俊平(2) 佐賀    12.13 吉田  晟冶(2) 熊本 棄権    
玉名工高 別府青山高 鹿島高 阿蘇清峰高

12組 +1.8  1 作    紀昂(2) 宮崎    11.43  2 奥原  尚之(1) 沖縄    11.48  3 高野  航輔(2) 熊本    11.50  4 松下  聖治(2) 熊本    11.59
大宮高 那覇西高 阿蘇清峰高 松橋高

 5 小原  綾介(2) 熊本    11.75  6 内田    真(1) 福岡    12.07 高須  力樹(3) 宮崎 棄権    大橋  聖也(3) 熊本 棄権    
熊本西高 福翔高 宮崎北高 天草高

13組 +0.7  1 久鍋  嘉仁(3) 福岡    11.38  2 宿利  恵介(1) 大分    11.75  3 大島  航平(3) 宮崎    11.80  4 本田    望(1) 鹿児島    11.82
門司大翔館高 楊志館高 日南学園高 川薩清修館高

 5 井上  統哉(1) 福岡    12.07  6 小橋川  徹(2) 沖縄    12.22 山田  真也(3) 鹿児島 棄権    佐藤  浩大(2) 宮崎 棄権    
若松商高 前原高 鹿児島高 宮崎北高

14組 -2.0  1 小田  敏輝(3) 宮崎    11.47  2 久保田康平(2) 大分    11.57  3 谷尾  光流(2) 鹿児島    11.59  4 江口    貴(2) 鹿児島    11.76
宮崎南高 佐伯鶴城高 鶴翔高 鹿児島高

 5 梶原    海(2) 沖縄    12.01  6 鬼塚  裕己(2) 佐賀    12.15  7 藤森  浩史(2) 熊本    12.55 田籠  凌馬(3) 宮崎 棄権    
名桜大 唐津商高 大津高 宮崎北高

15組 -0.3  1 水町  海斗(3) 佐賀    11.36  2 浜崎  慎也(2) 鹿児島    11.40  3 松田  勝太(1) 鹿児島    11.55  4 伊森  健太(1) 福岡    11.63
伊万里高 鹿児島南高 鹿児島高 中間高

 5 衛藤  滉司(2) 福岡    11.96  6 高野    颯(1) 福岡    12.05  7 稲森  雄哉(2) 宮崎    12.45 矢野    仁(3) 宮崎 棄権    
北九州高専 福翔高 都城商高 宮崎工高

16組 -0.4  1 吉田  翔太(3) 宮崎    11.33  2 興梠  正之(2) 福岡    11.54  3 春田  晋作(1) 宮崎    11.79  4 竹原    諒(2) 福岡    11.92
宮崎工高 西南学院高 大宮高 門司大翔館高

 5 星子  真輝(2) 熊本    12.11  6 成松  賢一(1) 大分    12.43  7 木村比呂志(2) 佐賀    12.70 比嘉  優人(1) 沖縄 棄権    
玉名工高 佐伯豊南高 唐津東高 那覇西高

ジュニア男子 08/20  1組  1 中島  祐亮(1) 福岡    51.19  2 川内    翼(2) 鹿児島    52.24  3 西津  勝善(3) 福岡    52.64  4 吉岡  啓夢(2) 熊本    53.07
直方高 鶴翔高 北九州高専 水俣高

 5 松本  浩希(2) 宮崎    56.72  6 三ツ家拓哉(2) 熊本    56.94  7 深町  英詞(2) 福岡    57.54  8 堀口  佳佑(1) 宮崎    62.91
日南学園高 玉名工高 三井高 日南振徳高

前山  浩平(1) 福岡 棄権    
福岡第一高

 2組  1 中村  太樹 鹿児島    51.14  2 上原  拓朗(2) 熊本    51.73  3 宮﨑  駿一(2) 熊本    51.96  4 廣藤  諒佑(3) 福岡    53.19
鹿児島大 人吉高 天草高 北九州高専

 5 田畑  響大(2) 鹿児島    54.25  6 宮崎  誠也(2) 福岡    54.90  7 山下    力(3) 宮崎    56.76  8 森    弘樹(1) 福岡    56.84
川薩清修館高 三潴高 延岡商高 東筑紫学園高

山下  哲弘(2) 福岡 棄権    
西南学院高

 3組 0.0  1 上妻  昇太(2) 佐賀    52.10  2 平岡  稜也(2) 大分    52.68  3 柴田  光貴(2) 熊本    53.09  4 磯村    拓(2) 宮崎    53.48
鳥栖工高 楊志館高 鹿本高 宮崎南高

 5 佐藤  幸聖(1) 宮崎    55.91  6 竹本  光希(2) 熊本    56.72  7 神田  龍平(2) 佐賀    58.47 宮坂  季樹(2) 福岡 棄権    
延岡商高 天草高 塩田工高 戸畑高

高鍋  拓也(1) 福岡 棄権    
近大福岡高

 4組 0.0  1 山本  大介(2) 宮崎    50.90  2 高野    陸(2) 大分    51.09  3 豊    竜誠(2) 鹿児島    51.70  4 伊波  幸輝(2) 福岡    52.51
宮崎北高 大分舞鶴高 加治木高 明善高

 5 伊藤    優(2) 福岡    54.37  6 樋口  勇樹(2) 福岡    54.62  7 川﨑  亮介(2) 佐賀    54.64  8 山田  伸明(2) 福岡    58.04
東福岡高 福翔高 唐津東高 東筑紫学園高

西地  和善(2) 福岡 棄権    
香椎工高

 5組  1 吉田恭一郎(3) 熊本    50.49  2 田中  智也(2) 佐賀    50.86  3 角野  大和(2) 鹿児島    51.24  4 松尾  黛樹(2) 福岡    51.73
人吉高 鳥栖工高 鹿児島南高 浮羽究真館高

 5 坂元  勇太(1) 福岡    52.21  6 高橋  磨央(2) 福岡    54.08  7 高橋  大治(2) 沖縄    54.44  8 松田  勇樹(1) 大分    57.03
自由ケ丘高 中間高 前原高 佐伯豊南高

 9 大重  拓也(1) 大分    57.79
別府青山高
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 6組  1 山内  孝太(2) 沖縄    51.20  2 古家  郁也(1) 熊本    51.49  3 小倉  大輝(3) 福岡    51.50  4 谷川  浩太(3) 宮崎    51.83
那覇西高 熊本大 自由ケ丘高 宮崎工高

 5 福島  誠治(2) 大分    53.19  6 柳田  一成(2) 宮崎    53.63  7 宮本  康久(2) 熊本    56.32 中島  大也(1) 佐賀 棄権    
佐伯鶴城高 延岡高 大津高 鹿島高

小橋川  徹(2) 沖縄 棄権    
前原高

 7組  1 東谷  祐樹(2) 福岡    50.49  2 森竹  勇介(1) 鹿児島    51.30  3 芹田  圭佑(1) 福岡    53.22  4 鈴本  将哉(1) 福岡    53.30
高稜高 名桜大 久留米大 直方高

 5 川添    翼(2) 宮崎    53.90  6 北原久仁彦(2) 福岡    55.36  7 松本  赳茂(2) 福岡    57.02  8 植村  智彦(2) 福岡    57.65
日南高 中間高 稲築志耕館高 東福岡高

 9 森内  良樹(1) 福岡    59.14
新宮高

 8組  1 大島  航平(3) 宮崎    52.31  2 田代  洋輝(2) 熊本    53.23  3 内村  誠也(2) 鹿児島    54.50  4 田崎  幸司(2) 福岡    54.86
日南学園高 大津高 鹿児島高 福翔高

 5 亀山  愛斗(1) 熊本    55.22  6 松尾  章裕(1) 福岡    56.11  7 梅野孝太郎(2) 福岡    58.10 吉田    翼(1) 宮崎 棄権    
松橋高 新宮高 稲築志耕館高 宮崎工高

岩本  大貴(1) 熊本 棄権    
熊本大

 9組  1 三宮  弘矢(3) 大分    51.18  2 籾木慎之介(1) 宮崎    52.24  3 道崎    華(2) 熊本    52.64  4 小原  綾介(2) 熊本    52.70
楊志館高 宮崎工高 水俣高 熊本西高

 5 徳部  貴之(2) 大分    54.62  6 永吉  昂貴(2) 宮崎    55.24  7 山口  広大 熊本    56.19 矢野    響(1) 宮崎 棄権    
杵築高 都城商高 IEC九州国際 宮崎北高

神崎  琢也(1) 福岡 棄権    
近大福岡高

10組  1 中村    司(3) 熊本    51.37  2 福井  利伸 佐賀    51.98  3 小松  壱成(2) 大分    52.08  4 上坂  未央(1) 熊本    52.25
玉名工高 龍谷高 別府青山高 開新高

 5 土肥  幸成(2) 大分    53.06  6 岡田  昌樹(1) 宮崎    53.22  7 外山  大和(2) 宮崎    54.64  8 池田  和生(2) 宮崎    55.65
楊志館高 延岡高 日南高 宮崎南高

 9 吉山  圭介(1) 熊本    57.65
松橋高

11組  1 野田伸太郎(2) 福岡    51.31  2 堀田  寛人(1) 佐賀    51.62  3 植村  啓海(3) 福岡    52.10  4 梶原    海(2) 沖縄    52.63
筑陽学園高 唐津東高 北九州高専 名桜大

 5 岡    峻弘(3) 佐賀    52.93  6 室田  竜也(2) 鹿児島    53.18  7 諸石  繁輝(1) 佐賀    54.24  8 瀬尾  竜哉(2) 宮崎    54.57
三養基高 川薩清修館高 鹿島高 都城商高

12組  1 花田  純一(1) 福岡    50.67  2 長野  大悟(2) 福岡    50.82  3 桐原    誠(1) 熊本    53.86  4 垣内  悠平(1) 大分    53.97
筑陽学園高 明善高 開新高 佐伯豊南高

 5 友廣  純平(2) 佐賀    55.87  6 富田  聖大(3) 沖縄    56.20 森野  和人(2) 福岡 棄権    杉本  昂亮(3) 大分 棄権    
塩田工高 具志川高 若松商高 杵築高

13組 0.0  1 下敷領耕平(2) 鹿児島    51.17  2 西    拓斗(3) 佐賀    51.38  3 奥畑  将樹(2) 福岡    53.03  4 阿部  利央(1) 大分    53.04
鹿児島南高 佐賀商高 高稜高 杵築高

 5 丸橋  雄吾(2) 鹿児島    54.19  6 中原  健介(2) 鹿児島    56.17 柱松  泰史(2) 熊本 棄権    福田    亮(2) 佐賀 棄権    
鶴翔高 鹿児島高 鹿本高 鳥栖工高

ジュニア男子 08/21  1組 -0.2  1 桐原  悠也(2) 鹿児島    10.90  2 尾石  利広(3) 福岡    11.11  3 廣津  大介(3) 宮崎    11.22  4 川内  等意(3) 福岡    11.23
川薩清修館高 小郡高 宮崎工高 自由ケ丘高

【 準 決 勝 】  5 宜保    駿(3) 沖縄    11.34  6 小田  敏輝(3) 宮崎    11.43  7 作    紀昂(2) 宮崎    11.60 橋本  伊織(2) 福岡 棄権    
那覇西高 宮崎南高 大宮高 筑陽学園高

 2組 -0.3  1 橋元  晃志(1) 鹿児島    10.82  2 与那国  塁(2) 沖縄    10.95  3 山本  大介(2) 宮崎    11.07  4 福永  亮太(3) 熊本    11.14
川薩清修館高 那覇西高 宮崎北高 人吉高

 5 小森    翔(1) 長崎    11.25  6 水町  海斗(3) 佐賀    11.32  7 久鍋  嘉仁(3) 福岡    11.44  8 森    将輝(1) 鹿児島    11.46
名桜大 伊万里高 門司大翔館高 慶応義塾大

 3組 -1.0  1 冨田    智(3) 熊本    10.95  2 長嶺  尚輝(3) 沖縄    11.07  3 木下  裕基(1) 福岡    11.14  4 森竹  勇介(1) 鹿児島    11.16
鹿本高 那覇西高 東福岡高 名桜大

 5 菊井慎一郎 熊本    11.26  6 吉田  翔太(3) 宮崎    11.31  7 松本  滉希(2) 福岡    11.33  8 上原  拓朗(2) 熊本    11.54
IEC九州国際 宮崎工高 自由ケ丘高 人吉高
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ジュニア男子 08/20  1組  1 上妻  昇太(2) 佐賀    49.75  2 三宮  弘矢(3) 大分    49.84  3 花田  純一(1) 福岡    49.87  4 森竹  勇介(1) 鹿児島    50.76
鳥栖工高 楊志館高 筑陽学園高 名桜大

【 準 決 勝 】  5 下敷領耕平(2) 鹿児島    50.78  6 西    拓斗(3) 佐賀    51.07  7 大島  航平(3) 宮崎    51.53  8 松尾  黛樹(2) 福岡    51.56
鹿児島南高 佐賀商高 日南学園高 浮羽究真館高

 9 上原  拓朗(2) 熊本    51.61
人吉高

 2組  1 吉田恭一郎(3) 熊本    50.14  2 山本  大介(2) 宮崎    50.18  3 高野    陸(2) 大分    50.45  4 田中  智也(2) 佐賀    50.47
人吉高 宮崎北高 大分舞鶴高 鳥栖工高

 5 野田伸太郎(2) 福岡    51.18  6 小倉  大輝(3) 福岡    51.96  7 山内  孝太(2) 沖縄    52.13  8 堀田  寛人(1) 佐賀    53.02
筑陽学園高 自由ケ丘高 那覇西高 唐津東高

 3組  1 東谷  祐樹(2) 福岡    50.40  2 中島  祐亮(1) 福岡    50.59  3 長野  大悟(2) 福岡    50.77  4 中村    司(3) 熊本    50.89
高稜高 直方高 明善高 玉名工高

 5 中村  太樹 鹿児島    50.95  6 角野  大和(2) 鹿児島    51.29  7 豊    竜誠(2) 鹿児島    51.60  8 古家  郁也(1) 熊本    53.36
鹿児島大 鹿児島南高 加治木高 熊本大

一般男子 08/21 +0.8  1 岩元  一章 長崎    10.50  2 日高  一慶 宮崎    10.70  3 古謝  直樹(3) 沖縄    10.71  4 貞永  健剛(3) 熊本    10.71
長崎AC 宮崎AC 名桜大 東海大

【 決 　勝 】  5 原    翔平(3) 福岡    10.75  6 米原  翔太(3) 宮崎    10.81  7 岩本慎一郎 熊本    10.88  8 大城  真悟 沖縄    10.91
福岡大 中京大 肥後銀行 SOLA沖縄RC

一般男子 08/22 +1.4  1 冨田    智(3) 熊本    21.61  2 八木  維信(3) 長崎    21.69  3 桐原  悠也(2) 鹿児島    21.83  4 与那国  塁(2) 沖縄    21.84
鹿本高 長崎日大高 川薩清修館高 那覇西高

【 決 　勝 】  5 木村  賢太(2) 大分    22.17  6 恒吉  和輝(2) 鹿児島    22.67 蓮尾  晃平(4) 福岡 棄権    當眞  裕樹 沖縄 棄権    
杵築高 名桜大 福岡大 福岡大院

一般男子 08/20  1 吉崎  晋介(3) 福岡    48.39  2 村田  丈尚(3) 鹿児島    48.67  3 川本  稜佑(3) 福岡    48.93  4 久保  昇平(2) 佐賀    48.94
自由ケ丘高 鹿児島南高 自由ケ丘高 福岡大

【 決 　勝 】  5 尾中  優太(3) 福岡    49.47  6 田山    凌(3) 大分    49.95  7 濱    貴博 鹿児島    50.69 八木  維信(3) 長崎 棄権    
筑陽学園高 楊志館高 京セラ鹿児島 長崎日大高

一般男子 08/21  1 秋武  翔太 福岡  1,56.39  2 塚崎  精人(3) 福岡  1,56.58  3 渡辺  崇臣(1) 福岡  1,57.12  4 牛水  将憲(4) 宮崎  1,57.27
山口大 高稜高 魁誠高 宮崎大

【 決 　勝 】  5 千輪  浩平(2) 福岡  1,58.02  6 田中  宏樹(3) 大分  1,59.03  7 谷川  一晃(3) 熊本  2,05.53 河端  逸人(3) 熊本 棄権    
純真高 西日本工業大 熊本中央高 熊本大

一般男子 08/22  1 ﾝｼﾞｪﾘｽﾃｨｰﾌﾞﾝ(3)福岡  3,54.03  2 松尾  良一 宮崎  3,54.83  3 川邉  一樹(3) 長崎  3,56.22  4 倉田  翔平(3) 熊本  3,56.77
福岡第一高 旭化成 長崎大 熊本国府高

【 決 　勝 】  5 牛水  将憲(4) 宮崎  3,59.77  6 上萩  健太(1) 大分  4,00.60  7 北川  博規 大分  4,02.97  8 栗原　光陽(2) 福岡  4,04.99
宮崎大 日本文理大 別府自衛隊 長崎大

 9 中原  拓海(2) 鹿児島  4,11.58 10 前田  健太(1) 熊本  4,17.80 11 松木  祐樹(4) 宮崎  4,24.06 政野  史聖(1) 宮崎 棄権    
鶴翔高 熊本国府高 宮崎大 山梨学院大

中村  高洋 鹿児島 棄権    
京セラ鹿児島

一般男子 08/21  1 荒川  丈弘 宮崎 14,23.67  2 宮原    卓 長崎 14,26.85  3 豊後  友章 宮崎 14,29.25  4 吉田  亮太(4) 大分 14,35.73
旭化成 三菱重工長崎 旭化成 日本文理大

【 決 　勝 】  5 森    賢大 宮崎 14,42.37  6 松尾  良一 宮崎 14,44.13  7 木滑    良 長崎 15,02.82  8 大六野秀畝(3) 鹿児島 15,09.08
旭化成 旭化成 三菱重工長崎 鹿児島城西高

 9 宮崎  健司 宮崎 15,10.15 10 丸山  文裕 宮崎 15,10.46 11 重田  一成 大分 15,41.08 石田  紘樹 長崎 棄権    
旭化成 旭化成 九築工業 三菱重工長崎

市田    孝 鹿児島 棄権    有村  優樹 鹿児島 棄権    市田    宏 鹿児島 棄権    吉村  大樹 鹿児島 棄権    
鹿児島実業高 鹿児島実業高 鹿児島実業高 鹿児島実業高

一般男子 08/20  1 佐々木  悟 宮崎 30,35.02  2 河添  俊司 宮崎 30,36.41  3 岩田  勇治 長崎 31,16.19  4 吉田  亮太(4) 大分 31,47.62
旭化成 旭化成 三菱重工長崎 日本文理大

【 決 　勝 】  5 米倉  伸一 宮崎 33,23.12  6 西村  国博 宮崎 33,37.70  7 芦刈  敬典(2) 大分 35,26.76  8 後藤  将友(4) 大分 35,51.87
宮崎市陸協 宮崎市陸協 日本文理大 日本文理大

松村  康平 長崎 棄権    
三菱重工長崎
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一般男子 08/22 +2.9  1 深川  貴司(4) 福岡    13.97  2 永田  清典 長崎    14.05  3 中野  陽平 福岡    14.21  4 原    佑弥(2) 福岡    14.51
順天堂大 長崎AC 福岡陸協 自由ケ丘高

【 決 　勝 】  5 大城    新(3) 沖縄    14.52  6 貞光  孝則 福岡    14.71  7 御堂  峰弘(4) 福岡    14.86  8 濱脇  栄俊(3) 大分    14.92
琉球大 新日鐵 福岡大 西日本工業大

一般男子 08/21  1 吉形　政衡 福岡    50.63  2 三宅  修司(3) 鹿児島    51.24  3 永野  佑一(3) 福岡    52.16  4 小幡  進悟(3) 福岡    52.47
北九州RiC 中央大 育徳館高 福岡大

【 決 　勝 】  5 福島    航(3) 福岡    54.48  6 尾石　幸広(1) 福岡    56.70 田中  一輝(2) 福岡 棄権    植田  翔吾 長崎 棄権    
筑陽学園高 西日本工業大 福岡大 長崎AC

一般男子 08/20  1 重田  一成 大分  9,29.50  2 入高島卓也 沖縄  9,30.11  3 坂本    章(3) 熊本  9,30.81  4 成重    諒 大分  9,36.92
九築工業 陸自那覇 熊本中央高 大分大

【 決 　勝 】  5 永野  隆司 熊本  9,42.01  6 久保田  満 宮崎  9,45.33  7 堤      渉(2) 福岡  9,54.87  8 熊給  大貴(3) 宮崎 10,05.46
第42普連隊 旭化成延岡 福岡大 日南学園高

 9 松藤    久 宮崎 10,08.16 10 髙尾  虎世(3) 長崎 10,25.59 11 樋口  秀星(3) 佐賀 10,26.47 12 田嶋  昭彦 大分 10,38.02
宮崎大 西彼杵高 佐賀北高 九築工業

13 別府  翔太 鹿児島 10,38.56 14 甲斐  信雄 宮崎 10,47.90 小椋新之介(3) 福岡 途中棄権 坂井    昴(3) 長崎 棄権    
福岡大 西臼杵陸協 魁誠高 中五島高

一般男子 08/20  1 大隈  武士 福岡 20,47.40  2 羽生  将志(3) 鹿児島 23,28.42  3 栗田  和成(3) 大分 23,38.78  4 原口  大輝(3) 宮崎 23,45.42
JR九州 鹿児島城西高 鶴崎工高 都城商高

【 決 　勝 】  5 吉原  雄基(3) 佐賀 23,51.28  6 前田  信士(3) 長崎 24,03.75  7 川下  拓実(3) 長崎 24,23.73  8 中原  耕汰(2) 長崎 24,28.93
鳥栖工高 佐世保工高 大村城南高 五島高

 9 村山  竜一(2) 佐賀 24,31.44 10 新井　篤史(3) 福岡 24,52.23 11 桑原    元(3) 福岡 25,02.12 12 柳田  樹龍 鹿児島 25,41.92
鳥栖工高 武蔵台高 浮羽究真館高 あおいとり

13 鳥屋  貴志(2) 長崎 25,55.37 14 田崎  織部(2) 長崎 26,15.56 15 堀口  涼平(2) 宮崎 26,25.67 16 中村  清五 鹿児島 26,42.19
佐世保工高 諫早農高 日南学園高 志学館大

17 牟禮  辰洋 大分 26,55.48 18 小澤  賢二 大分 27,01.00 19 年見口裕司(1) 宮崎 28,22.74 20 櫻井  大貴(2) 宮崎 28,22.97
大分大 二豊AC 日南学園高 都城商高

21 番途  洸希(2) 長崎 29,19.82 松永  健人(3) 佐賀 失格    長尾  洋佑(2) 大分 失格    井上  熙人(2) 熊本 失格    
佐世保工高 鳥栖工高 鶴崎工高 熊本工高

中川    健(2) 宮崎 失格    若松  滉樹(2) 宮崎 失格    阿部健太郎(2) 熊本 棄権    
日向工高 日南振徳高 熊本中央高

一般男子 08/20  1組 -2.1  1 植木    誠(4) 福岡    11.62  2 藤井  高晴 鹿児島    12.13  3 小倉  希望(3) 鹿児島    12.17  4 山口  了平 佐賀    12.28
福岡大 鹿屋体大 鹿児島高 国見台AC

 5 岩崎  史晃(2) 福岡    12.31  6 菊村  風穂 鹿児島    12.39  7 荒木  勇太(2) 長崎    12.62
福岡大 鹿児島大 諫早農高

 2組 -1.6  1 西山  尚伸 熊本    11.52  2 川口  幸男(4) 宮崎    11.53  3 林  祐太朗(2) 長崎    11.66  4 上村    匠 鹿児島    12.37
鹿屋体大 中京大 諫早農高 福岡大

 5 岩崎  智孝(3) 鹿児島    12.37  6 岩永  和久 佐賀    12.43 佐脇  慧一 大分 棄権    
鹿屋工高 佐賀陸協 福岡大

 3組 -0.5  1 林田  章紀 長崎    11.20  2 松尾  隆広(4) 福岡    11.81  3 長谷川勝哉 鹿児島    11.94  4 岩切  晋作(2) 福岡    12.04
順天堂大 福岡大 鹿屋体大 福岡大

 5 松尾  享聖(1) 長崎    12.23  6 長屋  敬介 鹿児島    12.50
諫早農高 鹿児島大

一般男子 08/20  1組  1 林田  章紀 長崎    49.41  2 松尾  隆広(4) 福岡    52.44  3 岩切  晋作(2) 福岡    52.78  4 上村    匠 鹿児島    55.23
順天堂大 福岡大 福岡大 福岡大

 5 松尾  享聖(1) 長崎    55.33  6 長屋  敬介 鹿児島    55.66 長谷川勝哉 鹿児島 棄権    
諫早農高 鹿児島大 鹿屋体大

 2組  1 川口  幸男(4) 宮崎    50.77  2 西山  尚伸 熊本    50.94  3 林  祐太朗(2) 長崎    52.46  4 小倉  希望(3) 鹿児島    52.98
中京大 鹿屋体大 諫早農高 鹿児島高

 5 岩崎  智孝(3) 鹿児島    53.93  6 岩永  和久 佐賀    57.70 佐脇  慧一 大分 棄権    
鹿屋工高 佐賀陸協 福岡大

 3組  1 植木    誠(4) 福岡    52.58  2 菊村  風穂 鹿児島    54.26  3 岩崎  史晃(2) 福岡    54.54  4 藤井  高晴 鹿児島    54.79
福岡大 鹿児島大 福岡大 鹿屋体大

 5 山口  了平 佐賀    54.93  6 荒木  勇太(2) 長崎    58.33
国見台AC 諫早農高
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p.11 / 34 トラック種目・予選・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

一般男子 08/21  1 岩切  晋作(2) 福岡  4,32.46  2 小倉  希望(3) 鹿児島  4,35.87  3 林田  章紀 長崎  4,36.49  4 菊村  風穂 鹿児島  4,37.64
福岡大 鹿児島高 順天堂大 鹿児島大

 5 川口  幸男(4) 宮崎  4,42.82  6 岩崎  史晃(2) 福岡  4,43.55  7 山口  了平 佐賀  4,45.91  8 西山  尚伸 熊本  4,45.92
中京大 福岡大 国見台AC 鹿屋体大

 9 松尾  隆広(4) 福岡  4,47.09 10 長屋  敬介 鹿児島  4,48.28 11 上村    匠 鹿児島  4,56.06 12 松尾  享聖(1) 長崎  5,01.08
福岡大 鹿児島大 福岡大 諫早農高

13 植木    誠(4) 福岡  5,01.35 14 岩崎  智孝(3) 鹿児島  5,04.43 15 林  祐太朗(2) 長崎  5,08.59 16 藤井  高晴 鹿児島  5,17.36
福岡大 鹿屋工高 諫早農高 鹿屋体大

17 荒木  勇太(2) 長崎  5,25.45 18 岩永  和久 佐賀  5,33.08 佐脇  慧一 大分 棄権    長谷川勝哉 鹿児島 棄権    
諫早農高 佐賀陸協 福岡大 鹿屋体大

一般男子 08/21  1組 +0.1  1 植木    誠(4) 福岡    15.24  2 小倉  希望(3) 鹿児島    15.67  3 山口  了平 佐賀    16.03  4 岩崎  史晃(2) 福岡    16.51
福岡大 鹿児島高 国見台AC 福岡大

 5 荒木  勇太(2) 長崎    17.04  6 菊村  風穂 鹿児島    17.59  7 藤井  高晴 鹿児島    18.62
諫早農高 鹿児島大 鹿屋体大

 2組 -0.5  1 川口  幸男(4) 宮崎    15.20  2 西山  尚伸 熊本    16.10  3 林  祐太朗(2) 長崎    16.43  4 上村    匠 鹿児島    16.53
中京大 鹿屋体大 諫早農高 福岡大

 5 岩永  和久 佐賀    17.58  6 岩崎  智孝(3) 鹿児島    18.61 佐脇  慧一 大分 棄権    
佐賀陸協 鹿屋工高 福岡大

 3組 -0.3  1 林田  章紀 長崎    15.52  2 松尾  隆広(4) 福岡    15.88  3 松尾  享聖(1) 長崎    17.48  4 長屋  敬介 鹿児島    17.74
順天堂大 福岡大 諫早農高 鹿児島大

 5 岩切  晋作(2) 福岡    18.54 長谷川勝哉 鹿児島 棄権    
福岡大 鹿屋体大

ジュニア男子 08/21 -0.1  1 冨田    智(3) 熊本    10.83  2 与那国  塁(2) 沖縄    10.88  3 桐原  悠也(2) 鹿児島    10.90  4 橋元  晃志(1) 鹿児島    10.92
鹿本高 那覇西高 川薩清修館高 川薩清修館高

【 決 　勝 】  5 長嶺  尚輝(3) 沖縄    11.02  6 木下  裕基(1) 福岡    11.06  7 福永  亮太(3) 熊本    11.10  8 山本  大介(2) 宮崎    11.16
那覇西高 東福岡高 人吉高 宮崎北高

 9 尾石  利広(3) 福岡    11.27
小郡高

ジュニア男子 08/20  1 山本  大介(2) 宮崎    48.66  2 上妻  昇太(2) 佐賀    49.15  3 吉田恭一郎(3) 熊本    49.30  4 東谷  祐樹(2) 福岡    49.79
宮崎北高 鳥栖工高 人吉高 高稜高

【 決 　勝 】  5 三宮  弘矢(3) 大分    49.97  6 花田  純一(1) 福岡    50.40  7 高野    陸(2) 大分    51.28  8 中島  祐亮(1) 福岡    51.76
楊志館高 筑陽学園高 大分舞鶴高 直方高

ジュニア男子 08/22  1組  1 鬼束  佳祐(2) 宮崎 16,21.71  2 松本  浩希(2) 宮崎 16,34.76  3 高橋  秀尚(2) 宮崎 16,42.24  4 中窪  浩希(2) 鹿児島 16,57.53
日南高 日南学園高 日南高 鹿児島高

【 決 　勝 】  5 宮本  玲旺(1) 熊本 16,57.86  6 坂井  孝太(3) 福岡 17,33.54  7 喜島  大地(3) 鹿児島 17,42.40  8 森田  大貴(1) 佐賀 17,44.96
熊本西高 八幡中央高 鹿児島高 鹿島高

 9 桑野  嵩之(3) 福岡 17,56.14 10 稲永  将貴(2) 福岡 17,56.52 11 岡部  克哉(1) 福岡 17,56.67 12 荒木  陽一(2) 福岡 18,29.69
香椎工高 新宮高 新宮高 東福岡高

13 太田  道大(2) 佐賀 18,54.16 14 林    康平(2) 鹿児島 18,59.47 15 東    啓介(3) 佐賀 19,02.19 16 林田  佑人(3) 宮崎 19,22.44
塩田工高 鹿児島高 塩田工高 延岡商高

17 羽原    諒(3) 福岡 19,41.35 高井  一樹(3) 佐賀 途中棄権 福崎  昌平(2) 宮崎 棄権    
香椎工高 塩田工高 都城商高

 2組  1 佐護  啓輔(3) 長崎 15,27.02  2 樺島  裕貴(3) 福岡 15,39.34  3 賀    光哉(3) 鹿児島 15,47.45  4 吉岡  紀元(2) 福岡 15,53.17
西彼杵高 福岡第一高 鶴翔高 福岡第一高

 5 寶井  啓記(3) 福岡 15,57.67  6 水谷  春介(2) 宮崎 15,59.94  7 米澤  拓矢(2) 鹿児島 16,03.98  8 齋藤  龍二(3) 福岡 16,15.21
福岡第一高 日南学園高 鶴翔高 福岡第一高

 9 永井  智弘(2) 鹿児島 16,19.56 10 髙尾  虎世(3) 長崎 16,38.14 11 奥田  大貴(3) 福岡 16,40.27 12 河原  誠剛(1) 熊本 16,55.06
鶴翔高 西彼杵高 福岡第一高 玉名工高

13 樋渡  速太(2) 鹿児島 17,07.93 14 川上  拓也(3) 福岡 17,11.53 15 上杉  慶太(2) 熊本 17,39.58 16 小谷  典爾(2) 熊本 17,52.06
鶴翔高 新宮高 玉名工高 玉名工高

17 川崎    舜(2) 福岡 19,16.43 早川  稜真(2) 福岡 途中棄権 黒川  怜早(3) 福岡 棄権    
香椎工高 東福岡高 小倉商高
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トラック種目・予 選・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
一般女子 08/21  1組 +1.8  1 津波    茜(1) 沖縄    12.16  2 岩坪  由紀 鹿児島    12.31  3 大上紗弥花(3) 福岡    12.34  4 米田  希里(2) 熊本    12.42

福岡大 鹿児島大 中村学園女子高 熊本中央高
 5 江口  祥子(2) 佐賀    12.42  6 濵田  夏帆(3) 宮崎    12.47  7 安倍さわ子 大分    12.55  8 古謝    望(4) 沖縄    13.26

九州共立大 日南高 大分AC 名桜大
吉田実由季(2) 佐賀 棄権    

唐津商高
 2組 -1.2  1 松田  優美(1) 宮崎    12.47  2 塚本千英美 福岡    12.50  3 大久保みどり 鹿児島    12.53  4 儀間  徳子(4) 沖縄    12.68

宮崎商高 SMS-AC 志学館大 名桜大
 5 金城かんな(3) 沖縄    12.77  6 礒部  美里(1) 熊本    12.80  7 音辻  加菜(3) 福岡    13.02 藤田  知香(3) 大分 棄権    

那覇西高 熊本大 福大若葉高 大分舞鶴高
 3組 +0.6  1 安部早也加(1) 宮崎    12.38  2 上野  薫乃(3) 鹿児島    12.40  3 長島  夏子 長崎    12.44  4 開  かおり(1) 熊本    12.57

日南学園高 鹿児島女子高 長崎AC 熊本大
 5 成富  真実(3) 佐賀    12.62  6 宮本  楓子(3) 熊本    12.76 小久保遥奈(2) 宮崎 棄権    宇高  亜希(2) 福岡 棄権    

福岡大 熊本商高 宮崎北高 関西大
一般女子 08/22  1組 +0.4  1 寺地  由真(2) 鹿児島    25.48  2 秋山    瞳(3) 熊本    25.97  3 柳田    恵(2) 宮崎    26.15  4 大蔵  早紀(3) 福岡    26.79

川薩清修館高 熊本西高 延岡商高 筑紫女学園高
(なし) 寺田  優美(2) 長崎 棄権    

長崎女子高
 2組 +1.1  1 関  愛里咲(3) 長崎    24.99  2 﨑向  真夕(3) 鹿児島    25.40  3 大久保みどり 鹿児島    25.60  4 古謝    望(4) 沖縄    27.12

長崎女子高 鹿児島女子高 志学館大 名桜大
 5 畑瀨    彩(3) 佐賀    27.18  6 松隈    遥(2) 佐賀    27.34  7 和田佐和子 大分    27.38

佐賀商高 鳥栖商高 大分大
 3組 +1.0  1 大上紗弥花(3) 福岡    25.65  2 成富  真実(3) 佐賀    25.74  3 松本まどか(2) 大分    25.95  4 大庵  樹里(4) 熊本    26.22

中村学園女子高 福岡大 大分高 熊本大
 5 増永  彩花(3) 熊本    26.34  6 坂本    麗(2) 宮崎    26.45  7 糸数加奈子(2) 沖縄    26.54

熊本商高 日南高 糸満高
 4組 +1.6  1 儀間  徳子(4) 沖縄    25.43  2 濵田  夏帆(3) 宮崎    25.45  3 岩坪  由紀 鹿児島    25.51  4 鮫島  礼佳(2) 福岡    26.40

名桜大 日南高 鹿児島大 九州共立大
井上  瑠香(3) 福岡 棄権    

中村学園女子高
一般女子 08/20  1組  1 芝    史織(4) 福岡    58.50  2 畑瀨    彩(3) 佐賀    61.38  3 長瀬  理沙 大分    61.88  4 染矢  彰子(2) 大分    63.11

福岡大 佐賀商高 佐伯わくわくｸ 大分舞鶴高
 5 赤澤  吏保(2) 鹿児島    63.90 福嶋美和子(2) 福岡 棄権    小川  愛加(3) 宮崎 棄権    

鶴翔高 筑紫女学園高 都城商高
 2組  1 藤岡絵里奈(2) 熊本    57.03  2 柳田    恵(2) 宮崎    58.08  3 江藤あずみ(2) 熊本    58.54  4 堤    詩織(4) 熊本    59.70

熊本商高 延岡商高 愛媛女子短大 熊本大
 5 宮川  優子(2) 大分    61.09  6 三浦  彩美(3) 鹿児島    61.92  7 宇佐美里子 鹿児島    62.74

杵築高 尚志館高 鹿児島大
 3組  1 新宅  麻未(2) 熊本    57.34  2 中原  明依(3) 福岡    59.62  3 大蔵  早紀(3) 福岡    60.01  4 鍋嶋  美里(2) 佐賀    60.69

熊本商高 高稜高 筑紫女学園高 九州共立大
 5 原田  幸奈(2) 宮崎    62.92  6 佐久川まりあ(3)沖縄    64.33 井上  瑠香(3) 福岡 棄権    

延岡商高 沖縄カトリック 中村学園女子高
一般女子 08/21  1組  1 宗  由香利 宮崎  2,17.13  2 宮川  優子(2) 大分  2,19.94  3 櫻木  結衣(1) 宮崎  2,25.53 林    実穂(2) 熊本 棄権    

旭化成 杵築高 都城商高 熊本大
五通  悠衣(2) 福岡 棄権    川上さくら(2) 長崎 棄権    田中  花英(1) 熊本 棄権    

筑紫女学園高 森山中 熊本信愛女子高
 2組  1 福内  櫻子(2) 福岡  2,20.50  2 森川  果奈(2) 長崎  2,22.20  3 中野  和音(1) 佐賀  2,22.32  4 内田  梨絵 佐賀  2,24.38

近大福岡高 佐世保商高 唐津東高 川副中
 5 秋本  晴香 宮崎  2,33.93 宮﨑  悠香(3) 佐賀 棄権    新宅  麻未(2) 熊本 棄権    

宮崎日大高 鹿島高 熊本商高
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トラック種目・予 選・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 3組  1 平山    萌(1) 福岡  2,15.65  2 今山  結未(2) 佐賀  2,18.15  3 清家  奈夏(1) 宮崎  2,20.73  4 小川  愛加(3) 宮崎  2,21.57
愛媛女子短期大 佐賀清和高 延岡高 都城商高

 5 永原  百華(3) 福岡  2,24.66 衞藤  千佳(2) 佐賀 棄権    
九州産業高 唐津商高

一般女子 08/22  1組 +1.8  1 柴    梨沙 福岡    13.73  2 塩塚あかね 熊本    14.16  3 河野あづさ 宮崎    14.35  4 森山    玲(4) 福岡    14.43
SMS-AC セルモ 宮崎AC 西日本工業大

 5 川野  毬菜(2) 大分    15.23  6 松岡  美咲(2) 宮崎    16.34
佐伯鶴城高 日南学園高

 2組 +0.9  1 鉄留  聖子 福岡    14.44  2 安慶名由衣(4) 沖縄    14.49  3 福島なつ美(2) 福岡    14.51  4 村上茉莉子 熊本    14.69
福岡大学ｸﾗﾌﾞ 東京女子体大 福岡大 立命館大

 5 中島  美咲(3) 福岡    14.74  6 横山  裕子(2) 鹿児島    16.19
自由ケ丘高 甲南高

 3組 +1.3  1 藤本  優未(2) 熊本    14.21  2 松下  成美 長崎    14.25  3 田邉ちひろ(3) 大分    14.30  4 佐谷  沙希(3) 福岡    14.89
九州学院高 福岡大 杵築高 中村学園女子高

 5 高尾    鮎(2) 佐賀    15.20  6 松尾こみち(2) 長崎    15.22
九州共立大 西陵高

一般女子 08/21  1組  1 櫻井  里佳 福岡  1,02.07  2 南谷  優里(3) 鹿児島  1,03.76  3 佐竹  春南(2) 熊本  1,04.42  4 甲斐紗也加(2) 宮崎  1,07.87
福岡大ｸﾗﾌﾞ 鹿児島女子高 熊本中央高 日南高

 5 松尾  美咲(2) 佐賀  1,09.91  6 坂中沙耶花(1) 鹿児島  1,11.21  7 後藤  遥花(1) 大分  1,11.64 水本優美子(3) 熊本 棄権    
鹿島高 鹿児島高 安心院高 水俣高

小川  千里(2) 長崎 棄権    
大村高

 2組  1 熊谷  夏巳(2) 宮崎  1,01.02  2 杉山真奈穂(3) 福岡  1,02.53  3 宮本紗也華(3) 熊本  1,06.65  4 白石  春美(2) 福岡  1,06.67
宮崎商高 筑紫女学園高 熊本西高 福岡大

 5 中村  絵美 熊本  1,08.60  6 川越    彩(1) 鹿児島  1,09.00  7 小畑    彩 大分  1,12.64  8 岩下  優香(4) 鹿児島  1,12.77
熊本大AC 鹿児島高 大分大 日本女子体育大

 3組  1 梅元  里菜(3) 宮崎  1,02.89  2 村武  由香(2) 大分  1,05.23  3 川野  毬菜(2) 大分  1,06.96  4 井上  咲子(2) 宮崎  1,09.80
宮崎商高 福岡大 佐伯鶴城高 宮崎北高

 5 野中  麻央(3) 長崎  1,11.09 小川友里佳(3) 大分 棄権    諸岡  亜耶(3) 佐賀 棄権    樋渡あかり(3) 佐賀 棄権    
純心女子高 杵築高 鹿島高 杵島商高

ジュニア女子 08/22  1組 +1.6  1 園田  真子(2) 佐賀    26.18  2 野上  美輝(2) 鹿児島    26.74  3 筬  亜依子(1) 佐賀    27.35  4 米澤実乃里(1) 福岡    27.54
鳥栖商高 鹿児島高 伊万里商高 近大福岡高

 5 西田ことみ(1) 宮崎    27.92  6 床島あすか(2) 福岡    28.57  7 山田美久理(1) 熊本    28.95 小久保遥奈(2) 宮崎 棄権    
日南学園高 三井高 熊本信愛女子高 宮崎北高

牧崎沙耶香(2) 宮崎 棄権    
都城西高

 2組 +0.1  1 金城かんな(3) 沖縄    25.82  2 野田  遥奈(3) 福岡    26.23  3 上田  栞菜(1) 大分    27.45  4 川原田瑠奈(2) 鹿児島    27.52
那覇西高 三潴高 佐伯鶴城高 鹿児島南高

 5 山崎  菜央(2) 福岡    28.30  6 橋口  栞奈(2) 宮崎    28.39  7 石丸  真子(1) 福岡    28.97  8 野田  怜花(1) 福岡    29.83
西南学院高 日南高 三井高 中間高

尾上  夕美(2) 宮崎 棄権    
都城西高

 3組 0.0  1 礒部  美里(1) 熊本    26.01  2 甲斐  遥香(2) 福岡    26.22  3 千年原美波(1) 鹿児島    26.69  4 古閑あかり(2) 熊本    26.78
熊本大 自由ケ丘高 川薩清修館高 鹿本高

 5 野上  花恵(2) 福岡    27.22  6 松尾  明美(1) 佐賀    28.10  7 藤田ゆきの(2) 長崎    28.26  8 藤武  梨絵(1) 福岡    30.73
北九州高 佐賀大 純心女子高 九州大

河埜  千佳(1) 宮崎 棄権    
宮崎北高

100mH

400mH

200m
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 4組 +0.5  1 徳永　結奈(3) 佐賀    27.02  2 鮫島安里沙(2) 鹿児島    27.04  3 肱黒  優希(2) 鹿児島    27.08  4 山下  裕子(1) 佐賀    27.64
川副中 鹿児島南高 鶴翔高 佐賀商高

 5 山冨    萌(2) 熊本    28.16  6 今村ほのか(2) 宮崎    28.61 林    美伽(2) 熊本 失格    吉田    愛(2) 福岡 棄権    
人吉高 都城商高 尚絅高 育徳館高

藤田  知香(3) 大分 棄権    
大分舞鶴高

 5組 +2.0  1 加藤    咲(1) 福岡    25.86  2 頼藤    裕(3) 熊本    26.50  3 本多  美有(1) 長崎    26.66  4 椎葉  水萌(2) 熊本    26.89
戸畑高 熊本信愛女子高 口加高 人吉高

 5 八木優貴乃(1) 鹿児島    27.15  6 宮崎  怜子(2) 熊本    27.22  7 山下  真実(2) 佐賀    27.68  8 吉田  優希(3) 大分    27.87
鹿児島女子高 熊本西高 鹿島高 佐伯鶴城高

 9 渡辺    純(2) 福岡    29.43
中間高

 6組 +1.7  1 山下  香織(3) 熊本    25.85  2 西村  春香(3) 福岡    26.64  3 麻生実沙季(2) 大分    26.87  4 山下  阿美(2) 長崎    27.10
熊本信愛女子高 八幡中央高 杵築高 長崎女子高

 5 太田    咲(1) 長崎    27.33  6 山田  広美(2) 佐賀    28.46  7 鬼塚  梨沙(3) 熊本    28.64  8 森    彩菜(2) 熊本    30.73
大村高 伊万里商高 熊本信愛女子高 熊本西高

 9 玉城    綾(2) 沖縄    31.23
糸満高

 7組 +1.4  1 濱田  祐実(1) 大分    26.22  2 古海  新子(2) 福岡    26.67  3 丸田しのぶ(3) 佐賀    27.12  4 佐藤  成美(1) 大分    27.27
佐伯豊南高 自由ケ丘高 佐賀商高 大分舞鶴高

 5 黒葛原麻鼓(2) 宮崎    27.51  6 久保  茉央(2) 大分    28.28  7 宮城  由香(2) 沖縄    28.83  8 那須  結香(1) 宮崎    29.89
宮崎工高 大分高 糸満高 延岡商高

田中  美有(3) 鹿児島 棄権    
大口明光学園高

 8組 +1.6  1 後藤  早紀(1) 大分    26.86  2 岩崎  由佳(2) 鹿児島    27.10  3 小野  香苗(3) 大分    27.60  4 馬郡  美優(2) 福岡    27.95
大分舞鶴高 大口明光学園高 大分高 若松商高

 5 林    咲希(2) 佐賀    28.83  6 三橋    萌(1) 福岡    29.23  7 富盛  里菜(2) 沖縄    31.25 土岐  遥菜(1) 大分 棄権    
鳥栖商高 三潴高 南風原高 大分西高

中島  眞紀(2) 長崎 棄権    
西海学園高

 9組 +0.1  1 宮本  楓子(3) 熊本    26.31  2 石川  絵理(1) 宮崎    26.83  3 堀田  璃紗(1) 福岡    27.03  4 梶間  菜摘(1) 大分    27.05
熊本商高 宮崎工高 筑紫女学園高 佐伯豊南高

 5 西村  綾乃(1) 福岡    27.43  6 水流恵理佳(2) 鹿児島    27.87  7 渡邊  結奈(2) 熊本    29.60  8 知念  里菜(2) 沖縄    30.48
近大福岡高 川内高 九州学院高 南風原高

 9 雨田  麻那(3) 沖縄    32.98
沖縄カトリック

10組 +1.1  1 園田    鈴(2) 大分    26.34  2 筒井  絢莉(2) 長崎    26.53  3 平野  敦子(2) 福岡    27.15  4 赤澤  吏保(2) 鹿児島    27.25
大分西高 純心女子高 筑紫女学園高 鶴翔高

 5 野上  知花(2) 大分    27.47  6 吉田実由季(2) 佐賀    27.98  7 亀崎  優奈(2) 鹿児島    28.39 豊広  彩華(1) 宮崎 棄権    
杵築高 唐津商高 川内高 都城商高

藤岡絵里奈(2) 熊本 棄権    
熊本商高

11組 +2.4  1 中川  花菜(3) 福岡    26.66  2 小川  千里(2) 長崎    26.80  3 榎島  優依(1) 熊本    26.84  4 吉村  彩夏(2) 福岡    26.97
自由ケ丘高 大村高 熊本商高 高稜高

 5 大野  美里(1) 福岡    27.54  6 武本  智恵(2) 長崎    27.56  7 上村  友起(1) 宮崎    28.65  8 境      優(1) 長崎    28.86
育徳館高 長崎日大高 宮崎北高 長崎女子高

 9 小田理帆菜(3) 宮崎    30.64
延岡商高

12組 +1.4  1 川野  優香(2) 鹿児島    26.34  2 谷本麻奈美(2) 福岡    26.35  3 野元  ゆめ(1) 福岡    26.71  4 坂中沙耶花(1) 鹿児島    27.21
鹿児島女子高 高稜高 戸畑高 鹿児島高

 5 甲斐紗也加(2) 宮崎    27.54  6 佐久川まりあ(3)沖縄    27.56  7 山田  有彩(2) 福岡    28.95 内村  夏海(1) 宮崎 棄権    
日南高 沖縄カトリック 福翔高 日南学園高

13組 +1.9  1 鳥越  紫乃(2) 福岡    26.21  2 早﨑    光(2) 鹿児島    26.38  3 串崎  有華(2) 長崎    26.78  4 荒木  遥菜(2) 長崎    27.13
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八幡南高 川内高 長崎日大高 口加高
 5 立川  裕香(3) 熊本    27.22  6 山田いおり(2) 大分    27.69  7 川原  美穂(1) 鹿児島    29.23 朝崎  千秋(1) 福岡 棄権    

開新高 佐伯豊南高 川薩清修館高 西南学院高
14組 +2.8  1 半田  佳歩(2) 福岡    27.08  2 大塚さおり(2) 大分    27.36  3 山部  真弥(3) 熊本    27.42  4 岩永  恵実(2) 佐賀    27.50

北九州高 佐伯豊南高 開新高 鹿島高
 5 小野  史媛(1) 大分    28.18  6 平山  葉月(1) 福岡    28.75 中村  真結(2) 熊本 棄権    衞藤  千佳(2) 佐賀 棄権    

佐伯豊南高 福翔高 熊本西高 唐津商高
ジュニア女子 08/20  1組 -2.1  1 伊敷  綾乃(3) 沖縄    14.95  2 千葉  里佳(2) 福岡    15.95  3 梶谷  侑加(2) 福岡    16.04  4 吉田  優希(3) 大分    16.46

那覇西高 自由ケ丘高 直方高 佐伯鶴城高
 5 江崎    望(1) 福岡    16.68  6 松本  紗季(1) 宮崎    18.47 中島  眞紀(2) 長崎 棄権    槇尾江梨加(1) 宮崎 棄権    

筑紫女学園高 日南学園高 西海学園高 都城商高
 2組 +0.6  1 上川紗友里(2) 鹿児島    15.45  2 野上  花恵(2) 福岡    15.46  3 黒葛原麻鼓(2) 宮崎    16.78  4 岩崎  由佳(2) 鹿児島    16.97

鹿児島高 北九州高 宮崎工高 大口明光学園高
 5 興梠  真菜(1) 熊本    18.39  6 佐脇  沙織(2) 大分    18.43  7 屋良  鈴奈(2) 沖縄    21.44  8 中尾  愛実(1) 宮崎    21.48

大津高 佐伯鶴城高 糸満高 日南学園高
 3組 -0.9  1 井上  理菜(2) 福岡    16.38  2 石川  絵理(1) 宮崎    16.69  3 宮本紗也華(3) 熊本    16.90  4 毛利  陽子(2) 福岡    17.43

筑紫女学園高 宮崎工高 熊本西高 直方高
 5 本山早耶香(2) 長崎    20.41 東郷  夕姫(1) 鹿児島 棄権    重信  瑠奈(1) 鹿児島 棄権    尾上  夕美(2) 宮崎 棄権    

大崎高 川薩清修館高 鹿児島高 都城西高
 4組 -3.0  1 前川  萌那(2) 福岡    15.70  2 丸田しのぶ(3) 佐賀    16.92  3 坪内  明莉(1) 長崎    18.70  4 筬  亜依子(1) 佐賀    20.81

筑紫女学園高 佐賀商高 長崎女子高 伊万里商高
渡辺  由起(2) 長崎 失格    山下  優美(2) 宮崎 失格    諸岡  亜耶(3) 佐賀 棄権    平山  千紗(2) 福岡 棄権    

純心女子高 都城商高 鹿島高 西南学院高
 5組 -1.0  1 田中  美有(3) 鹿児島    15.27  2 脇田  敦己(2) 大分    15.97  3 山口ゆしか(1) 長崎    16.34  4 原口  春留(2) 佐賀    18.27

大口明光学園高 杵築高 純心女子高 伊万里商高
 5 小栁  文香(2) 熊本    18.41  6 奈良  優希(3) 大分    19.00  7 川端  菜月(2) 福岡    19.20 渡邊  奈月(1) 福岡 棄権    

熊本商高 大分高 若松商高 西南学院高
 6組 +0.5  1 寺崎  夏生(2) 福岡    15.48  2 麻生  晴子(1) 鹿児島    16.71  3 上原  有貴(2) 熊本    17.09  4 黒木  愛子(1) 福岡    17.47

戸畑高 鹿児島南高 鹿本高 筑紫女学園高
 5 川越    彩(1) 鹿児島    17.60  6 古賀麻理奈(2) 福岡    18.47  7 柴田  真希(1) 福岡    18.77  8 境      優(1) 長崎    18.81

鹿児島高 近大福岡高 中間高 長崎女子高
 7組 -1.0  1 坂本  美優(1) 福岡    15.49  2 小川  千里(2) 長崎    15.61  3 新木  望美(1) 福岡    16.95  4 尾石    彩(1) 福岡    18.29

中村学園女子高 大村高 八幡南高 三潴高
 5 赤﨑    愛(1) 熊本    18.43  6 比永  優果(2) 福岡    21.04 貝瀬  良子(2) 福岡 棄権    常福ちどり(2) 鹿児島 棄権    

熊本商高 若松商高 近大福岡高 鹿児島南高
ジュニア女子 08/22  1組 +2.6  1 金城かんな(3) 沖縄    25.42  2 濱田  祐実(1) 大分    25.99  3 鳥越  紫乃(2) 福岡    26.21  4 早﨑    光(2) 鹿児島    26.26

那覇西高 佐伯豊南高 八幡南高 川内高
【 準 決 勝 】  5 頼藤    裕(3) 熊本    26.34  6 古海  新子(2) 福岡    26.54  7 後藤  早紀(1) 大分    26.75  8 徳永　結奈(3) 佐賀    26.79

熊本信愛女子高 自由ケ丘高 大分舞鶴高 川副中
 2組 +1.8  1 礒部  美里(1) 熊本    25.42  2 加藤    咲(1) 福岡    25.67  3 野田  遥奈(3) 福岡    26.09  4 川野  優香(2) 鹿児島    26.34

熊本大 戸畑高 三潴高 鹿児島女子高
 5 本多  美有(1) 長崎    26.56  6 園田    鈴(2) 大分    26.86  7 西村  春香(3) 福岡    27.01 甲斐  遥香(2) 福岡 棄権    

口加高 大分西高 八幡中央高 自由ケ丘高
 3組 -0.1  1 山下  香織(3) 熊本    26.23  2 宮本  楓子(3) 熊本    26.42  3 谷本麻奈美(2) 福岡    26.83  4 筒井  絢莉(2) 長崎    26.84

熊本信愛女子高 熊本商高 高稜高 純心女子高
 5 中川  花菜(3) 福岡    26.97  6 千年原美波(1) 鹿児島    27.09  7 園田  真子(2) 佐賀    27.14  8 半田  佳歩(2) 福岡    27.91

自由ケ丘高 川薩清修館高 鳥栖商高 北九州高
ジュニア女子 08/20  1組 -2.2  1 田中  美有(3) 鹿児島    14.93  2 坂本  美優(1) 福岡    15.33  3 野上  花恵(2) 福岡    15.51  4 脇田  敦己(2) 大分    15.59

大口明光学園高 中村学園女子高 北九州高 杵築高
【 準 決 勝 】  5 丸田しのぶ(3) 佐賀    16.03  6 黒葛原麻鼓(2) 宮崎    16.15  7 江崎    望(1) 福岡    16.42  8 上原  有貴(2) 熊本    16.77

佐賀商高 宮崎工高 筑紫女学園高 鹿本高
 2組 -1.2  1 小川  千里(2) 長崎    15.39  2 上川紗友里(2) 鹿児島    15.44  3 千葉  里佳(2) 福岡    15.84  4 梶谷  侑加(2) 福岡    15.98

大村高 鹿児島高 自由ケ丘高 直方高

200m

100mH

100mH
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トラック種目・予 選・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 5 井上  理菜(2) 福岡    16.05  6 山口ゆしか(1) 長崎    16.14  7 吉田  優希(3) 大分    16.81  8 坪内  明莉(1) 長崎    17.96
筑紫女学園高 純心女子高 佐伯鶴城高 長崎女子高

 3組 -1.0  1 伊敷  綾乃(3) 沖縄    14.90  2 前川  萌那(2) 福岡    15.29  3 寺崎  夏生(2) 福岡    15.60  4 岩崎  由佳(2) 鹿児島    16.56
那覇西高 筑紫女学園高 戸畑高 大口明光学園高

 5 石川  絵理(1) 宮崎    16.58  6 宮本紗也華(3) 熊本    16.67  7 麻生  晴子(1) 鹿児島    16.80  8 新木  望美(1) 福岡    17.05
宮崎工高 熊本西高 鹿児島南高 八幡南高

一般女子 08/21 -0.4  1 津波    茜(1) 沖縄    12.27  2 塚本千英美 福岡    12.31  3 松田  優美(1) 宮崎    12.41  4 安部早也加(1) 宮崎    12.44
福岡大 SMS-AC 宮崎商高 日南学園高

【 決 　勝 】  5 江口  祥子(2) 佐賀    12.49  6 大上紗弥花(3) 福岡    12.52  7 岩坪  由紀 鹿児島    12.61  8 米田  希里(2) 熊本    12.71
九州共立大 中村学園女子高 鹿児島大 熊本中央高

上野  薫乃(3) 鹿児島 欠場    
鹿児島女子高

一般女子 08/22 +0.8  1 関  愛里咲(3) 長崎    24.49  2 岩坪  由紀 鹿児島    25.01  3 儀間  徳子(4) 沖縄    25.15  4 大久保みどり 鹿児島    25.20
長崎女子高 鹿児島大 名桜大 志学館大

【 決 　勝 】  5 﨑向  真夕(3) 鹿児島    25.20  6 大上紗弥花(3) 福岡    25.24  7 濵田  夏帆(3) 宮崎    25.30  8 寺地  由真(2) 鹿児島    25.41
鹿児島女子高 中村学園女子高 日南高 川薩清修館高

一般女子 08/20  1 藤岡絵里奈(2) 熊本    56.21  2 新宅  麻未(2) 熊本    56.59  3 江藤あずみ(2) 熊本    56.73  4 芝    史織(4) 福岡    57.26
熊本商高 熊本商高 愛媛女子短大 福岡大

【 決 　勝 】  5 柳田    恵(2) 宮崎    58.48  6 堤    詩織(4) 熊本    58.81  7 中原  明依(3) 福岡    59.40  8 畑瀨    彩(3) 佐賀    60.09
延岡商高 熊本大 高稜高 佐賀商高

一般女子 08/21  1 宗  由香利 宮崎  2,09.26  2 平山    萌(1) 福岡  2,15.53  3 今山  結未(2) 佐賀  2,16.67  4 福内  櫻子(2) 福岡  2,18.10
旭化成 愛媛女子短期大 佐賀清和高 近大福岡高

【 決 　勝 】  5 森川  果奈(2) 長崎  2,22.65  6 清家  奈夏(1) 宮崎  2,24.50  7 宮川  優子(2) 大分  2,25.72  8 小川  愛加(3) 宮崎  2,29.55
佐世保商高 延岡高 杵築高 都城商高

一般女子 08/22  1 宗  由香利 宮崎  4,22.05  2 木村  友香(1) 福岡  4,25.23  3 光延  友希(3) 佐賀  4,36.06  4 園田  聖子(1) 福岡  4,39.79
旭化成 筑紫女学園高 佐賀清和高 筑紫女学園高

【 決 　勝 】  5 江頭  愛美(1) 福岡  4,44.90  6 結城  彩花(2) 福岡  4,45.72  7 工藤しずか(4) 熊本  4,46.38 若月  一夏 福岡 棄権    
筑紫女学園高 自由ケ丘高 久留米工大 TOTO

宮﨑  悠香(3) 佐賀 棄権    松原  遥奈(3) 大分 棄権    西  真衣香(3) 熊本 棄権    
鹿島高 杵築高 熊本信愛女子高

一般女子 08/21  1 若月  一夏 福岡 16,25.45  2 西見  陽子 長崎 16,41.07  3 加藤    岬 福岡 17,02.54  4 阪本  奈々 長崎 17,18.41
TOTO 十八銀行 九電工 十八銀行

【 決 　勝 】  5 黒木  春那 鹿児島 18,19.28  6 境田  莉歩(3) 宮崎 18,30.33  7 森崎  聖奈(2) 宮崎 18,57.88  8 蛯原奈津恵 宮崎 19,07.33
ナンチク 宮崎学園高 愛媛女子短大 宮崎市陸協

竹村  理沙 福岡 棄権    下ノ園朋美 鹿児島 棄権    
九電工 ナンチク

一般女子 08/20  1 藤田  真弓 長崎 36,14.43  2 井上  直子 鹿児島 37,26.32  3 谷山  裕香 鹿児島 38,12.45  4 吉良  晴菜 福岡 38,34.90
十八銀行 ナンチク ナンチク TOTO

【 決 　勝 】  5 花堂  若菜 鹿児島 39,19.85
ナンチク

一般女子 08/22 +1.9  1 柴    梨沙 福岡    13.60  2 塩塚あかね 熊本    14.08  3 松下  成美 長崎    14.19  4 田邉ちひろ(3) 大分    14.26
SMS-AC セルモ 福岡大 杵築高

【 決 　勝 】  5 藤本  優未(2) 熊本    14.29  6 河野あづさ 宮崎    14.37  7 鉄留  聖子 福岡    14.37  8 安慶名由衣(4) 沖縄    14.44
九州学院高 宮崎AC 福岡大学ｸﾗﾌﾞ 東京女子体大

一般女子 08/21  1 櫻井  里佳 福岡    59.72  2 熊谷  夏巳(2) 宮崎    59.93  3 梅元  里菜(3) 宮崎  1,00.06  4 杉山真奈穂(3) 福岡  1,00.57
福岡大ｸﾗﾌﾞ 宮崎商高 宮崎商高 筑紫女学園高

【 決 　勝 】  5 佐竹  春南(2) 熊本  1,03.88  6 南谷  優里(3) 鹿児島  1,03.88  7 村武  由香(2) 大分  1,06.14  8 宮本紗也華(3) 熊本  1,06.86
熊本中央高 鹿児島女子高 福岡大 熊本西高
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トラック種目・予 選・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

一般女子 08/20  1 淺田千安芸 福岡 22,49.60  2 谷頭  聖華(3) 熊本 26,25.53  3 畑中佳菜子(3) 福岡 26,30.10  4 小野  美咲(3) 福岡 26,51.07
DNP西日本 熊本商高 近大福岡高 柳川高

【 決 　勝 】  5 髙田  真緒(3) 熊本 27,28.62  6 天津　　瞳(3) 福岡 27,55.72  7 藤田  侑子(3) 熊本 28,05.84  8 松田  里菜(2) 佐賀 28,13.06
熊本商高 武蔵台高 九州学院高 牛津高

 9 上田  千尋(2) 大分 28,31.86 10 水田    恵(3) 熊本 28,35.14 11 髙木  百花(1) 宮崎 29,43.96 12 河野  浩枝(2) 宮崎 32,09.72
杵築高 熊本中央高 日南学園高 日南学園高

岡山  姫夏(1) 宮崎 失格    田籠  優香(2) 福岡 棄権    桐生  文香 大分 棄権    井手口  奏(2) 宮崎 棄権    
日南学園高 柳川高 ｷｬﾉﾝAC 小林高

一般女子 08/21  1組 -2.7  1 藤谷明日香(3) 福岡    27.09  2 松浦  久美 福岡    27.65  3 薄    美希(3) 福岡    27.88  4 藤原  朋美(2) 福岡    27.98
高稜高 B&Kｱｽﾘｰﾄ 高稜高 福大若葉高

 5 妹川  美咲(2) 佐賀    28.98  6 久野  瑞季(2) 佐賀    29.08 中野  志保(2) 佐賀 棄権    田中  宏美(2) 福岡 棄権    
鳥栖商高 佐賀商高 福岡大 中村学園女子高

 2組 -1.0  1 高瀬  怜奈 熊本    26.89  2 徳田  はな(2) 鹿児島    27.22  3 新山  桃子(2) 鹿児島    27.25  4 前川  萌那(2) 福岡    27.55
熊本工高 鹿児島女子高 鹿児島女子高 筑紫女学園高

 5 佐藤  杏奈(1) 長崎    28.18  6 富永  結衣(1) 長崎    28.38  7 米田  史香(3) 長崎    29.56
大村高 長崎女子高 純心女子高

一般女子 08/22  1組  1 久野  瑞季(2) 佐賀  2,33.16  2 佐藤  杏奈(1) 長崎  2,35.59  3 富永  結衣(1) 長崎  2,40.63  4 妹川  美咲(2) 佐賀  2,45.98
佐賀商高 大村高 長崎女子高 鳥栖商高

 5 米田  史香(3) 長崎  2,46.53
純心女子高

 2組  1 前川  萌那(2) 福岡  2,24.27  2 高瀬  怜奈 熊本  2,25.19  3 藤谷明日香(3) 福岡  2,25.74  4 徳田  はな(2) 鹿児島  2,27.67
筑紫女学園高 熊本工高 高稜高 鹿児島女子高

 5 新山  桃子(2) 鹿児島  2,29.45  6 薄    美希(3) 福岡  2,29.73  7 藤原  朋美(2) 福岡  2,33.92  8 松浦  久美 福岡  2,45.65
鹿児島女子高 高稜高 福大若葉高 B&Kｱｽﾘｰﾄ

一般女子 08/21  1組 0.0  1 薄    美希(3) 福岡    15.22  2 藤谷明日香(3) 福岡    15.50  3 田中  宏美(2) 福岡    15.71  4 松浦  久美 福岡    15.81
高稜高 高稜高 中村学園女子高 B&Kｱｽﾘｰﾄ

 5 中野  志保(2) 佐賀    16.46  6 藤原  朋美(2) 福岡    16.66  7 久野  瑞季(2) 佐賀    17.33  8 妹川  美咲(2) 佐賀    19.48
福岡大 福大若葉高 佐賀商高 鳥栖商高

 2組 -0.8  1 前川  萌那(2) 福岡    15.23  2 高瀬  怜奈 熊本    16.01  3 徳田  はな(2) 鹿児島    16.10  4 新山  桃子(2) 鹿児島    17.14
筑紫女学園高 熊本工高 鹿児島女子高 鹿児島女子高

 5 米田  史香(3) 長崎    17.78  6 富永  結衣(1) 長崎    18.38  7 佐藤  杏奈(1) 長崎    19.13
純心女子高 長崎女子高 大村高

ジュニア女子 08/22 +4.1  1 金城かんな(3) 沖縄    25.08  2 礒部  美里(1) 熊本    25.09  3 加藤    咲(1) 福岡    25.39  4 山下  香織(3) 熊本    25.69
那覇西高 熊本大 戸畑高 熊本信愛女子高

【 決 　勝 】  5 野田  遥奈(3) 福岡    25.77  6 濱田  祐実(1) 大分    25.95  7 宮本  楓子(3) 熊本    25.99  8 鳥越  紫乃(2) 福岡    26.47
三潴高 佐伯豊南高 熊本商高 八幡南高

ジュニア女子 08/21  1組  1 宮村  柚里(1) 熊本 10,57.93  2 浦川  千穂(1) 佐賀 11,01.15  3 岩永真奈美(1) 佐賀 11,01.89  4 大川    彩(2) 大分 11,03.72
尚絅高 伊万里商高 伊万里商高 杵築高

【 決 　勝 】  5 飯干  裕美(1) 宮崎 11,07.56  6 森野  彩花(1) 福岡 11,09.95  7 井  沙津季(2) 熊本 11,14.74  8 高橋  美咲(2) 大分 11,20.85
聖ウルスラ高 折尾愛真高 熊本商高 杵築高

 9 松田なつき(3) 宮崎 11,27.58 10 磯田真里奈(2) 熊本 11,28.80 11 安谷  智早(1) 熊本 11,31.40 12 本山  千裕(1) 熊本 11,40.77
日南高 熊本西高 尚絅高 尚絅高

13 前河  未来(2) 鹿児島 11,45.13 14 大串  沙織(2) 佐賀 11,49.98 15 釘本  郁美(2) 福岡 11,58.61 16 高橋  優花(2) 宮崎 12,12.42
鶴翔高 鹿島高 新宮高 日南高

17 藤崎  麻彩(2) 宮崎 12,12.48 18 松園  典子(2) 福岡 12,39.09 19 北村  春菜(2) 佐賀 12,51.53 濱本    楓(1) 熊本 棄権    
日南高 古賀竟成館高 伊万里商高 熊本信愛女子高

松原  純香(1) 熊本 棄権    渡部  早紀(3) 福岡 棄権    中村  真結(2) 熊本 棄権    則松  千博(2) 福岡 棄権    
熊本信愛女子高 東筑紫学園高 熊本西高 近大福岡高

河野沙也華(1) 熊本 棄権    伊藤    栞(2) 熊本 棄権    竹井  愛美(2) 熊本 棄権    角崎  友香(2) 熊本 棄権    
尚絅高 尚絅高 尚絅高 尚絅高
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陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050
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順
位
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 2組  1 中野美保子(1) 福岡 10,28.34  2 志垣  杏奈(1) 福岡 10,37.81  3 古川  千尋(2) 福岡 10,40.63  4 岡部  小春(3) 福岡 10,44.27
筑紫女学園高 筑紫女学園高 愛媛女子短期大 東筑紫学園高

 5 坂元  えり(2) 宮崎 10,49.95  6 本木  優菜(2) 長崎 10,55.44  7 曲渕  早紀(3) 福岡 10,56.71  8 児玉  実咲(2) 熊本 10,58.08
都城商高 佐世保商高 九州産業高 熊本信愛女子高

 9 新里    萌(3) 鹿児島 11,05.65 10 尾ノ上千夏(1) 長崎 11,11.18 11 櫻木  結衣(1) 宮崎 11,12.47 12 竹中  紫織(2) 福岡 11,14.55
鹿児島南高 大村高 都城商高 折尾愛真高

13 小野  心鈴(2) 佐賀 11,17.53 14 猪島  千聡(2) 熊本 11,18.38 15 木本愛璃紗(3) 熊本 11,19.89 16 黒木あすか(2) 宮崎 11,20.94
唐津東高 熊本信愛女子高 熊本信愛女子高 聖ウルスラ高

17 松本あゆみ(3) 福岡 11,23.74 18 坂井  絵梨(3) 福岡 11,25.44 19 浦田    侑(1) 熊本 11,26.03 20 東  可南子(3) 熊本 11,35.12
九州産業高 九州産業高 熊本信愛女子高 熊本商高

愛甲  彩絵(2) 熊本 棄権    清家  奈夏(1) 宮崎 棄権    川上わかば(2) 長崎 棄権    川上さくら(2) 長崎 棄権    
熊本信愛女子高 延岡高 森山中 森山中

小野山  舞(3) 福岡 棄権    近藤  綾香(1) 福岡 棄権    鈴木沙耶佳(2) 福岡 棄権    永山野乃花(1) 福岡 棄権    
東筑紫学園高 近大福岡高 近大福岡高 折尾愛真高

 3組  1 木村  友香(1) 福岡  9,26.99  2 西  真衣香(3) 熊本  9,47.66  3 佐々木伽歩(2) 福岡  9,49.11  4 光延  友希(3) 佐賀  9,51.06
筑紫女学園高 熊本信愛女子高 筑紫女学園高 佐賀清和高

 5 山本  恵理(3) 福岡  9,52.26  6 西  祐衣香(3) 熊本 10,02.65  7 打田  理紗 長崎 10,02.73  8 江頭  愛美(1) 福岡 10,06.04
筑紫女学園高 熊本信愛女子高 十八銀行 筑紫女学園高

 9 桑畑  未央(3) 福岡 10,10.42 10 園田  聖子(1) 福岡 10,14.24 11 竹之前  雪 宮崎 10,15.31 12 平井  梨奈(2) 福岡 10,19.77
筑紫女学園高 筑紫女学園高 宮崎日大高 筑紫女学園高

13 久木田莉奈 宮崎 10,19.81 14 亀安  愛葉 宮崎 10,28.55 15 田中  花英(1) 熊本 10,46.07 16 大塚  円佳(1) 熊本 10,52.15
宮崎日大高 宮崎日大高 熊本信愛女子高 熊本信愛女子高

17 松原  遥奈(3) 大分 10,57.00 18 酒井    彩(3) 熊本 11,03.25 19 丸山  美侑(2) 熊本 11,04.90 20 村本有由美(2) 熊本 11,11.66
杵築高 熊本信愛女子高 熊本信愛女子高 熊本信愛女子高

21 川本  夏純(1) 熊本 12,09.34 青木  優子(3) 福岡 棄権    奥村  美紗(3) 福岡 棄権    伊東  沙樹 長崎 棄権    
熊本商高 筑紫女学園高 筑紫女学園高 十八銀行

安永百合恵(3) 福岡 棄権    丸山    萌(3) 熊本 棄権    上村    舞(2) 熊本 棄権    五通  悠衣(2) 福岡 棄権    
近大福岡高 熊本信愛女子高 熊本信愛女子高 筑紫女学園高

ジュニア女子 08/20 0.0  1 伊敷  綾乃(3) 沖縄    14.72  2 田中  美有(3) 鹿児島    14.74  3 前川  萌那(2) 福岡    15.13  4 小川  千里(2) 長崎    15.18
那覇西高 大口明光学園高 筑紫女学園高 大村高

【 決 　勝 】  5 野上  花恵(2) 福岡    15.33  6 脇田  敦己(2) 大分    15.37  7 上川紗友里(2) 鹿児島    15.41  8 坂本  美優(1) 福岡    16.89
北九州高 杵築高 鹿児島高 中村学園女子高

100mH
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リレー種目・予選・決勝・記録表  （男子・女子）

陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
一般男子 08/20  1組     1 長崎AC 長崎 植田  翔吾 岩本  一章 高尾  隼也 阿比留和正       41.36

    2 自由ケ丘高 福岡 藤崎  昴大(2) 川内  等意(3) 松本  滉希(2) 原    佑弥(2)       41.94
    3 川薩清修館高 鹿児島 川原  良介(2) 橋元  晃志(1) 桐原  悠也(2) 本田    望(1)       42.06
    4 西海学園高 長崎 福崎  尚人(1) 山瀧  智也(1) 峰    龍盛(2) 福山    翼(1)       42.79
    5 西陵高 長崎 岩崎  遼太(2) 野口  将吾(2) 原口  恵吾(1) 大林  貴裕(2)       42.83
    6 鶴翔高 鹿児島 谷尾  光流(2) 山口  竜哉(2) 市野翔太郎(2) 濱﨑  龍一(2)       43.47
    7 宮崎AC 宮崎 新垣  貴大 早崎  達也 矢野  雄一 有村  拓也       45.83

大分AC 大分 棄権      
 2組     1 佐伯鶴城高 大分 佐藤  雅也(2) 竹島  大喜(3) 塩月優之介(3) 佐藤    駿(1)       42.85

    2 東福岡高 福岡 片田龍之介(2) 黒川  裕太(3) 堀    貴英(3) 木下  裕基(1)       43.24
    3 鹿児島国際大 鹿児島 大津  正裕 大迫  史弥 田畑  大輔 川崎  耕海       43.56
    4 天草高 熊本 富﨑  慧成(3) 松原進之佑(2) 竹本  光希(2) 宮﨑  駿一(2)       44.28
    5 宮崎大 宮崎 稲澤  典彦(4) 藤川  善弘(2) 澤村  達弥(3) 岩川  寿樹(2)       44.45

鹿児島南高 鹿児島 龍元  裕貴(2) 下敷領耕平(2) 浜崎  慎也(2) 西田    光(1) 失格      
福岡大 福岡 棄権      

 3組     1 名桜大 沖縄 松村    賢(4) 新里  勝五(3) 古謝  直樹(3) 比嘉  俊公(2)       41.67
    2 KAC 鹿児島 松葉口浩太 内田  大介 児玉  安昭 田山    慶       41.99
    3 宮崎工高 宮崎 平田  勝巳(1) 矢野    仁(3) 吉田  翔太(3) 廣津  大介(3)       42.13
    4 鳥栖工高 佐賀 鈴木  隼太(2) 田中  智也(2) 上妻  昇太(2) 藤田  健嗣(1)       43.00
    5 人吉高 熊本 田安  紘朋(3) 福永  亮太(3) 上原  拓朗(2) 吉田恭一郎(3)       43.02
    6 宮崎南高 宮崎 木村  将也(1) 池田  和生(2) 岩切  啓太(2) 小田  敏輝(3)       43.36
    7 国見台AC 大分 仁部  智之 森    靖明 山口  了平 田中  利幸       43.86

大分舞鶴高 大分 棄権      
 4組     1 SOLA沖縄RC 沖縄 大城  真悟 川口  敏夫 金城    研 譜久里  武       41.62

    2 那覇西高 沖縄 諸見里真寛(2) 与那国  塁(2) 奥原  尚之(1) 長嶺  尚輝(3)       41.73
    3 熊本大 熊本 鈴木    祥(3) 平部  真彰(1) 高岡    晃(1) 大迫  淳一(3)       42.05
    4 浜松大 佐賀 中本  竜太(4) 梶原  慎司(2) 高山健一郎(3) 福田  将大(2)       42.14
    5 熊本中央高 熊本 今川  優心(3) 本田  雅哉(3) 瀬﨑    遼(3) 宮﨑  啓輔(3)       43.01
    6 大宮高 宮崎 澤野  薫平(1) 作    紀昂(2) 春田  晋作(1) 佐藤  直紀(2)       43.90
    7 唐津東高 佐賀 木村比呂志(2) 川﨑  亮介(2) 堀田  寛人(1) 橋本  佳明(2)       44.65

宮崎北高 宮崎 棄権      
一般男子 08/21  1組     1 熊本大 熊本 鈴木    祥(3) 大迫  淳一(3) 高岡    晃(1) 河端  逸人(3)     3,19.15

    2 宮崎工高 宮崎 野上  尭史(3) 矢野    仁(3) 籾木慎之介(1) 谷川  浩太(3)     3,19.70
    3 楊志館高 大分 三宮  弘矢(3) 田山    凌(3) 坂本  真樹(3) 後藤  鉄朗(2)     3,20.90
    4 高稜高 福岡 東谷  祐樹(2) 塚崎  精人(3) 奥畑  将樹(2) 相場  智之(3)     3,22.94
    5 明善高 福岡 大野  直人(1) 長野  大悟(2) 萩野  大地(2) 伊波  幸輝(2)     3,28.04
    6 日南高 宮崎 川添    翼(2) 富永  尚樹(1) 外山  大和(2) 伊東圭一郎(3)     3,33.64
    7 玉名工高 熊本 坂本  泰成(1) 大石    卓(1) 宮脇  亮介(1) 廣川  嘉春(2)     3,39.17
    8 三養基高 佐賀 中野  達朗(2) 藤光  謙太(2) 北島  聖也(1) 長友  孝樹(1)     3,40.41
    9 都城商高 宮崎 瀬尾  竜哉(2) 永吉  昂貴(2) 稲森  雄哉(2) 井之上  陵(2)     3,45.21

4x400mR

チーム名 選手名１

4x100mR
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リレー種目・予選・決勝・記録表  （男子・女子）

陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考チーム名 選手名１
 2組     1 自由ケ丘高 福岡 上野  大輝(3) 川本  稜佑(3) 松本  滉希(2) 吉崎  晋介(3)     3,18.46

    2 KAC 鹿児島 細川正太郎 七夕  正樹 田山    慶 郡山    健     3,21.97
    3 鳥栖工高 佐賀 鈴木  隼太(2) 田中  智也(2) 藤田  健嗣(1) 上妻  昇太(2)     3,25.12
    4 佐賀大 佐賀 鈴木  恵介(4) 的場  仁志(3) 平川  功二(3) 島    大嵩(2)     3,25.14
    5 延岡商高 宮崎 工藤  拓巳(2) 満吉  公一(2) 岩田  宜之(1) 佐藤  幸聖(1)     3,33.26
    6 SOLA沖縄RC 沖縄 松村  雅大 外間  勝晶 川上  昇吾 中村有宇哉     3,38.26

熊本中央高 熊本 石田    豪(2) 斉藤    巧(2) 高濱  雄也(2) 白木  智之(2) 途中棄権  
熊本学園大 熊本 棄権      

 3組     1 鹿児島南高 鹿児島 下敷領耕平(2) 亘    航平(2) 角野  大和(2) 村田  丈尚(3)     3,20.19
    2 鹿児島大 鹿児島 安徳  裕介 中村  太樹 富園    陸 倉津  怜也     3,21.76
    3 筑陽学園高 福岡 花田  純一(1) 野田伸太郎(2) 原    敬太(1) 桃﨑  純平(2)     3,22.17
    4 西陵高 長崎 大林  貴裕(2) 野口  将吾(2) 原口  恵吾(1) 岩崎  遼太(2)     3,29.35
    5 鳥栖高 佐賀 俣野    諒(2) 長野  祥雄(2) 前田  直輝(2) 佐藤  克哉(2)     3,29.73
    6 鹿本高 熊本 小材  侑也(1) 柴田  光貴(2) 大住  京平(1) 黒田  健斗(1)     3,31.16
    7 別府青山高 大分 小松  壱成(2) 伊藤  亮志(2) 安達  卓之(2) 田中    医(2)     3,32.30
    8 延岡高 宮崎 岡田  昌樹(1) 柳田  一成(2) 高濱  拓也(2) 溝邉  隼人(2)     3,33.06

 4組     1 長崎AC 長崎 中本  諒平 高尾  隼也 阿比留和正 植田  翔吾     3,21.90
    2 九州共立大 福岡 兵働  啓輔(1) 赤坂  知則(2) 佐々木大地(1) 中尾  誠一(1)     3,22.58
    3 杵築高 大分 小林  翔人(1) 木村  賢太(2) 阿部  利央(1) 花木  瑛美(2)     3,24.22
    4 佐伯鶴城高 大分 佐藤    駿(1) 久保田康平(2) 福島  誠治(2) 塩月優之介(3)     3,26.18
    5 宮崎大 宮崎 森山  義也(1) 澤村  達弥(3) 松木  祐樹(4) 藤川  善弘(2)     3,27.11
    6 鶴翔高 鹿児島 山口  竜哉(2) 川内    翼(2) 大迫  功桂(1) 谷尾  光流(2)     3,30.17
    7 誠修高 福岡 國武  健人(3) 森田  晃生(3) 池畑    実(3) 高倉  広明(3)     3,30.64
    8 川薩清修館高 鹿児島 田畑  響大(2) 室田  竜也(2) 肱黒  智大(1) 谷村  誠也(2)     3,35.22

一般女子 08/20  1組     1 熊本大 熊本 中尾  有沙 開  かおり(1) 礒部  美里(1) 大庵  樹里(4)       47.61
    2 筑紫女学園高 福岡 平野  敦子(2) 杉山真奈穂(3) 井上  理菜(2) 大蔵  早紀(3)       49.54
    3 熊本商高 熊本 松川    雅(1) 藤岡絵里奈(2) 小林  桃子(1) 松原美奈子(1)       49.70
    4 日南高 宮崎 坂本    麗(2) 濵田  夏帆(3) 甲斐紗也加(2) 橋口  栞奈(2)       50.07
    5 福大若葉高 福岡 音辻  加菜(3) 益田  怜奈(1) 大坪  奈々(2) 井釜まりな(2)       50.24
    6 宮崎工高 宮崎 鮫島奈津子(1) 石川  絵理(1) 右立  由衣(1) 黒葛原麻鼓(2)       50.58
    7 日南学園高 宮崎 松本  紗季(1) 内村  夏海(1) 西田ことみ(1) 安部早也加(1)       50.65
    8 長崎女子高 長崎 坪内  明莉(1) 山下  阿美(2) 寺田  優美(2) 境      優(1)       51.14
    9 鹿島高 佐賀 岩永  恵実(2) 山下  真実(2) 松尾  美咲(2) 大串  沙織(2)       53.97

 2組     1 宮崎商高 宮崎 月野  涼華(2) 松田  優美(1) 熊谷  夏巳(2) 梅元  里菜(3)       47.32
    2 SMS-AC 福岡 林  明日香 塚本千英美 久志    萌 柴    梨沙       48.99
    3 熊本信愛女子高 熊本 鬼塚  梨沙(3) 木村  友香(3) 山下  香織(3) 頼藤    裕(3)       49.45
    4 佐賀商高 佐賀 山下  裕子(1) 畑瀨    彩(3) 栗林  未樹(3) 丸田しのぶ(3)       50.26
    5 佐伯豊南高 大分 大塚さおり(2) 濱田  祐実(1) 梶間  菜摘(1) 山田いおり(2)       50.30
    6 鹿児島高 鹿児島 重信  玲奈(1) 野上  美輝(2) 坂中沙耶花(1) 上川紗友里(2)       50.30
    7 鶴翔高 鹿児島 肱黒  優希(2) 石澤  仁美(3) 赤澤  吏保(2) 尾崎あゆみ(3)       50.95
    8 大分舞鶴高 大分 佐藤  成美(1) 後藤  早紀(1) 植田  理加(2) 染矢  彰子(2)       51.07

4x100mR
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リレー種目・予選・決勝・記録表  （男子・女子）

陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考チーム名 選手名１
 3組     1 中村学園女子高 福岡 森山絵美理(1) 大上紗弥花(3) 北道理紗子(1) 広島  有倫(2)       48.63

    2 大分西高 大分 飛田  晴華(1) 土岐  遥菜(1) 園田    鈴(2) 十時  千歌(1)       49.67
    3 宮崎AC 宮崎 川崎裕美子 田村    葵 原田  朋佳 河野あづさ       49.94
    4 鹿児島南高 鹿児島 常福ちどり(2) 川原田瑠奈(2) 鮫島安里沙(2) 麻生  晴子(1)       51.20
    5 大分高 大分 久保  茉央(2) 松本まどか(2) 奈良  海鈴(1) 小野  香苗(3)       51.58
    6 鳥栖高 佐賀 川口  弘恵(2) 朝永  志帆(1) 松雪亜祐美(1) 黒田明日香(2)       52.83

鹿児島女子高 鹿児島 末永  成美(1) 八木優貴乃(1) 川野  優香(2) 東      萌(2) 失格      
熊本中央高 熊本 棄権      

一般女子 08/21  1組     1 熊本商高 熊本 小林  桃子(1) 藤岡絵里奈(2) 佐藤梨咲子(2) 新宅  麻未(2)     3,52.45
    2 熊本大 熊本 大庵  樹里(4) 開  かおり(1) 礒部  美里(1) 堤    詩織(4)     3,54.10
    3 高稜高 福岡 中原  明依(3) 谷本麻奈美(2) 吉村  彩夏(2) 藤谷明日香(3)     3,54.71
    4 日南高 宮崎 坂本    麗(2) 濵田  夏帆(3) 甲斐紗也加(2) 橋口  栞奈(2)     4,01.06
    5 大村高 長崎 井上  美咲(2) 太田    咲(1) 小川  千里(2) 尾ノ上千夏(1)     4,07.86
    6 佐賀清和高 佐賀 福地    彩(1) 今山  結未(2) 吉田  早希(2) 諸岡  咲子(1)     4,08.87
    7 日南学園高 宮崎 西田ことみ(1) 安部早也加(1) 松岡  美咲(2) 松本  紗季(1)     4,11.12
    8 鹿島高 佐賀 岩永  恵実(2) 松尾  美咲(2) 山下  真実(2) 大串  沙織(2)     4,18.03

 2組     1 熊本信愛女子高 熊本 竹田  未央(3) 山下  香織(3) 木村  友香(3) 頼藤    裕(3)     4,03.20
    2 自由ケ丘高 福岡 加来  華奈(3) 古海  新子(2) 中川  花菜(3) 瀧口  真未(3)     4,04.26
    3 鹿児島女子高 鹿児島 東      萌(2) 川野  優香(2) 鶴留  朋美(1) 徳田  はな(2)     4,07.14
    4 鳥栖商高 佐賀 園田  真子(2) 松隈    遥(2) 畦間  実咲(1) 宮本  奈々(1)     4,07.29
    5 佐世保商高 佐賀 瀬戸ありさ(2) 森川  果奈(2) 大野  瑠依(2) 谷村  春佳(2)     4,07.62
    6 都城商高 宮崎 山下  優美(2) 今村ほのか(2) 豊広  彩華(1) 槇尾江梨加(1)     4,32.86

大分西高 大分 棄権      
 3組     1 筑紫女学園高 福岡 杉山真奈穂(3) 大蔵  早紀(3) 福嶋美和子(2)     3,55.18

    2 近大福岡高 福岡 廣見  彩詠(2) 藤野    愛(2) 阿部つぐみ(2) 福内  櫻子(2)     4,02.41
    3 佐伯豊南高 大分 梶間  菜摘(1) 濱田  祐実(1) 大塚さおり(2) 山田いおり(2)     4,03.75
    4 純心女子高 長崎 筒井  絢莉(2) 松尾  星佳(2) 山口ゆしか(1) 藤田ゆきの(2)     4,04.38
    5 鹿児島南高 鹿児島 川原田瑠奈(2) 鮫島安里沙(2) 樽野  莉奈(2) 常福ちどり(2)     4,18.49
    6 伊万里商高 佐賀 山田  広美(2) 筬  亜依子(1) 浦川  千穂(1) 原口  春留(2)     4,23.87

熊本中央高 熊本 棄権      
宮崎北高 宮崎 棄権      

 4組     1 誠修高 福岡 新原  麻衣(2) 上田芙実香(2) 城戸  祐子(2) 古村美智奈(2)     3,56.43
    2 杵築高 大分 亀井  由梨(3) 亀川美津希(3) 野上  知花(2) 宮川  優子(2)     4,05.27
    3 中村学園女子高 福岡 広島  有倫(2) 北道理紗子(1) 森山絵美理(1) 坂本  美優(1)     4,07.19
    4 長崎女子高 長崎 山下  阿美(2) 寺田  優美(2) 木村  理紗(1) 荒木理恵子(1)     4,09.56
    5 人吉高 熊本 山冨    萌(2) 椎葉  水萌(2) 山﨑  里佳(2) 針馬  里奈(2)     4,10.47
    6 川内高 鹿児島 亀崎  優奈(2) 早﨑    光(2) 東條  未来(1) 柏木  真黎(2)     4,11.61
    7 延岡商高 宮崎 原田  幸奈(2) 柳田    恵(2) 宮瀬  聖羅(1) 高平  晴菜(2)     4,15.47
    8 鶴翔高 鹿児島 石澤  仁美(3) 赤澤  吏保(2) 肱黒  優希(2) 尾崎あゆみ(3)     4,18.03

4x400mR
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リレー種目・予選・決勝・記録表  （男子・女子）

陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考チーム名 選手名１
一般男子 08/21     1 長崎AC 長崎 植田  翔吾 岩元  一章 中本  諒平 阿比留和正       41.05

    2 SOLA沖縄RC 沖縄 大城  真悟 川口  敏夫 金城    研 譜久里  武       41.24
    3 名桜大 沖縄 松村    賢(4) 新里  勝五(3) 古謝  直樹(3) 比嘉  俊公(2)       41.27

【 決　勝 】     4 那覇西高 沖縄 宜保    駿(3) 与那国  塁(2) 長嶺  尚輝(3) 諸見里真寛(2)       41.37
    5 熊本大 熊本 鈴木    祥(3) 三宅  勝幸 高岡    晃(1) 大迫  淳一(3)       41.55
    6 自由ケ丘高 福岡 上野  大輝(3) 川本  稜佑(3) 松本  滉希(2) 吉崎  晋介(3)       41.73
    7 KAC 鹿児島 松葉口浩太 内田  大介 児玉  安昭 田山    慶       41.84

佐伯鶴城高 大分 佐藤  雅也(2) 竹島  大喜(3) 塩月優之介(3) 佐藤    駿(1) 棄権      
一般男子 08/22     1 自由ケ丘高 福岡 上野  大輝(3) 松本  滉希(2) 吉崎  晋介(3) 川本  稜佑(3)     3,16.11

    2 鹿児島南高 鹿児島 下敷領耕平(2) 亘    航平(2) 角野  大和(2) 村田  丈尚(3)     3,18.19
【 決　勝 】     3 熊本大 熊本 鈴木    祥(3) 大迫  淳一(3) 高岡    晃(1) 河端  逸人(3)     3,18.96

    4 宮崎工高 宮崎 野上  尭史(3) 矢野    仁(3) 籾木慎之介(1) 谷川  浩太(3)     3,20.01
    5 KAC 鹿児島 田山    慶 郡山    健 七夕  正樹 細川正太郎     3,20.50
    6 長崎AC 長崎 中本  諒平 高尾  隼也 阿比留和正 植田  翔吾     3,20.97
    7 楊志館高 大分 三宮  弘矢(3) 田山    凌(3) 坂本  真樹(3) 後藤  鉄朗(2)     3,21.77

鹿児島大 鹿児島 安徳  裕介 中村  太樹 富園    陸 倉津  怜也 棄権      
一般女子 08/21     1 宮崎商高 宮崎 月野  涼華(2) 松田  優美(1) 熊谷  夏巳(2) 梅元  里菜(3)       47.45

    2 熊本大 熊本 中尾  有沙 開  かおり(1) 礒部  美里(1) 大庵  樹里(4)       47.65
【 決　勝 】     3 SMS-AC 福岡 林  明日香 塚本千英美 久志    萌 柴    梨沙       47.99

    4 熊本信愛女子高 熊本 鬼塚  梨沙(3) 木村  友香(3) 山下  香織(3) 頼藤    裕(3)       49.33
    5 大分西高 大分 飛田  晴華(1) 土岐  遥菜(1) 園田    鈴(2) 十時  千歌(1)       49.45
    6 筑紫女学園高 福岡 平野  敦子(2) 杉山真奈穂(3) 井上  理菜(2) 大蔵  早紀(3)       49.69
    7 熊本商高 熊本 松川    雅(1) 藤岡絵里奈(2) 小林  桃子(1) 松原美奈子(1)       49.77
    8 中村学園女子高 福岡 森山絵美理(1) 北道理紗子(1) 広島  有倫(2) 坂本  美優(1)       49.82

一般女子 08/22     1 熊本商高 熊本 小林  桃子(1) 藤岡絵里奈(2) 増永  彩花(3) 新宅  麻未(2)     3,50.84
    2 筑紫女学園高 福岡 大蔵  早紀(3) 福嶋美和子(2) 前川  萌那(2) 杉山真奈穂(3)     3,52.83

【 決　勝 】     3 熊本大 熊本 開  かおり(1) 山下亜希子(3) 礒部  美里(1) 堤    詩織(4)     3,55.77
    4 誠修高 福岡 新原  麻衣(2) 上田芙実香(2) 城戸  祐子(2) 古村美智奈(2)     3,57.09
    5 高稜高 福岡 中原  明依(3) 谷本麻奈美(2) 平山    遥(2) 藤谷明日香(3)     3,57.54
    6 日南高 宮崎 坂本    麗(2) 濵田  夏帆(3) 甲斐紗也加(2) 橋口  栞奈(2)     4,01.87
    7 近大福岡高 福岡 藤野    愛(2) 阿部つぐみ(2) 廣見  彩詠(2) 福内  櫻子(2)     4,01.90
    8 熊本信愛女子高 熊本 竹田  未央(3) 山下  香織(3) 木村  友香(3) 頼藤    裕(3)     4,05.39

4x100mR
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フィールド種目・予選・準決勝・決勝・記録表  （男子・女子）

陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
一般男子 08/22  1 菅    隆徳(1) 大分    2.05  2 中村  豊治 熊本    2.05  3 砂坂    輝 鹿児島    2.05  4 岩本    航(1) 福岡    2.00

順天堂大 Delightfu水俣 福岡大 福岡大
 5 藤    博文(2) 福岡    2.00  5 藤田  遼貴(3) 福岡    2.00  7 久島  貴大 大分    2.00  8 高祖  良輔(4) 佐賀    1.95

西日本工業大 福岡大 鹿児島大 福岡大
 9 島  翔太郎(1) 福岡    1.95 10 真境名由介(2) 沖縄    1.90 11 長田  圭佑(2) 佐賀    1.90 12 三浦    恵(4) 福岡    1.85

西日本工業大 沖縄大 鳥栖高 福岡教育大
13 甲斐慎一朗 宮崎    1.80 永留  友佑(1) 長崎 竹本  健吾(3) 大分 葛西    徹 熊本

延岡市陸協 豊玉高 杵築高 熊本陸協
久保山悠輔(1) 福岡 棄権    山口  紘暉(3) 佐賀 棄権    守田  俊啓 熊本 棄権    山中  亮磨(2) 鹿児島 棄権    

西日本工業大 嬉野高 熊本教走 鹿児島商高
中野    大 鹿児島 棄権    

鹿児島大
一般男子 08/22  1 西嶌  晃一(4) 福岡    5.15  2 田代  基浩 熊本    5.05  3 与那嶺太一 沖縄    4.90  4 梅田  卓郎 長崎    4.70

福岡大 熊本陸協 SOLA沖縄RC 平成国際大
 5 稲福  兼人(3) 福岡    4.60  6 増永隆之介(1) 福岡    4.60  7 桃原    傑(2) 沖縄    4.40  8 平良    勤 沖縄    4.40

若松商高 福岡大 沖縄水産高 石川高教
 9 木實祥一朗(2) 熊本    4.40  9 上間    寛(3) 沖縄    4.40 11 木島玲緒人(4) 福岡    4.40 12 白山  貴士(1) 福岡    4.20

熊本大 那覇西高 産業医科大 福岡大
12 汐月  友典 大分    4.20 浦郷  泰生(2) 佐賀 古川  照児(3) 佐賀 宮崎  貴弘(2) 佐賀

大分AC 伊万里農林高 嬉野高 嬉野高
布木  勇人(2) 大分 吉田  昻平(2) 大分 遠嶋  克也(3) 大分 北辻  康祐(1) 熊本

杵築高 国東高 別府商高 熊本中央高
田上  晃瑠(2) 宮崎 緒方  直人(2) 宮崎 津曲  慎吾(1) 宮崎 北川  翔一(3) 鹿児島

宮崎第一高 宮崎第一高 宮崎第一高 鹿児島南高
龍元  裕貴(2) 鹿児島 山城  祐介(1) 沖縄 水迫  竜平 鹿児島 中川  剛志(3) 福岡 棄権    

鹿児島南高 名桜大 九州共立大 自由ケ丘高
平田  祐樹(1) 熊本 棄権    井ノ上健二(1) 宮崎 棄権    

熊本中央高 宮崎大
一般男子 08/20  1 下野伸一郎 鹿児島    7.62  2 堀内  敬鷹 福岡    7.33  3 岩本慎一郎 熊本    7.27  4 佐久田健人(1) 沖縄    7.17

福岡大    +2.5 マリンポリス    +0.7 肥後銀行    +0.7 順天堂大    +1.7
 5 谷山  宗敬(3) 鹿児島    7.09  6 竹島  大喜(3) 大分    7.08  7 徳永  陽平 福岡    7.01  8 小森  大輔 長崎    6.96

鹿児島南高    +1.8 佐伯鶴城高    +3.4 日本大    +0.8 活水学院高    +0.9
 9 尾石  利広(3) 福岡    6.88 10 中本  竜太(4) 佐賀    6.83 11 原    佑弥(2) 福岡    6.80 12 内田  涼太(1) 福岡    6.61

小郡高    -0.3 浜松大    +1.5 自由ケ丘高    +1.6 福岡大    +1.6
13 塩月優之介(3) 大分    6.58 14 松葉口浩太 鹿児島    6.54 15 矢野  優友(2) 宮崎    6.41 16 甲斐    誠(3) 福岡    6.40

佐伯鶴城高    +0.7 KAC    +0.1 串間市陸協    -0.8 福岡第一高    +2.5
17 山田  隼司(2) 鹿児島    6.37 比嘉浩太郎(4) 沖縄 森中  優太 福岡 棄権    森    信和(2) 佐賀 棄権    

鹿児島南高    +1.5 福岡大 鹿屋体育大 杵島商高
払川  真寿 大分 棄権    本田  一平(3) 熊本 棄権    本多  隆成(2) 熊本 棄権    奥村  健司 長崎 棄権    

大分陸協 熊本学園大 松島商高 長崎AC

順
位

順
位

順
位

順
位

走高跳

棒高跳

走幅跳
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フィールド種目・予選・準決勝・決勝・記録表  （男子・女子）

陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

一般男子 08/21  1 岡部  優真(2) 福岡   15.96  2 渡辺  真也(4) 福岡   15.44  3 堀内  敬鷹 福岡   15.42  4 払川  真寿 大分   14.94
福岡大    +1.3 法政大    +0.1 マリンポリス    +1.0 大分陸協     0.0

 5 中本  竜太(4) 佐賀   14.78  6 松下  貴紀(3) 鹿児島   14.71  7 半下石泰樹(3) 鹿児島   14.28  8 谷山  宗敬(3) 鹿児島   14.24
浜松大    +0.9 名桜大    +1.1 名桜大    +0.3 鹿児島南高    +1.7

 9 工藤  隆洋(4) 熊本   14.23 10 前田  晋吾(1) 福岡   14.20 11 伊藤  恵太(2) 大分   13.98 12 高木  健誠(2) 長崎   13.88
熊本大    +3.2 福岡大    +0.8 岡山商科大    -0.5 口加高    +0.1

13 西田  伊織 鹿児島   13.82 14 庄島  和博(4) 福岡   13.76 15 沖    啓輔(3) 長崎   13.76 16 永井  孝英(2) 大分   13.57
イケダパン     0.0 福岡大    +2.4 長崎大    +0.1 楊志館高    +0.7

17 相良  涼介(1) 福岡   13.56 18 若松  雄大 鹿児島   13.44 19 阿比留明久(2) 福岡   13.43 19 小山  高広(3) 大分   13.43
九州共立大    +1.6 鹿児島国際大    +0.3 福岡第一高    +1.4 福岡大    -0.1

21 中野  光貴(3) 佐賀   13.34 22 渡邊  裕之(3) 宮崎   13.05 23 秋竹  将太(4) 福岡   12.93 24 杉本  高徳 宮崎   12.90
杵島商高    +2.1 日南学園高    +3.6 福岡大    +0.1 日南市陸協    -1.0

25 小山    建 大分   12.86 26 山口  雅貴(2) 佐賀   12.78 27 甲斐  貴大(2) 宮崎   12.68 28 佐々  顕心(3) 熊本   12.09
大分AC    -0.5 神埼高    +1.7 宮崎西高    +0.7 必由館高    +0.1

29 内村  雄太 鹿児島 長田  圭佑(2) 佐賀 棄権    水戸  章文(3) 長崎 棄権    糸永  紘基(4) 熊本 棄権    
鹿屋体大 鳥栖高 五島高 九州共立大

吉海  雄平(3) 熊本 棄権    比嘉浩太郎(4) 沖縄 棄権    高嶺  竜一(2) 沖縄 棄権    
熊本大 福岡大 名桜大

一般男子 08/20  1 濱地    優(3) 福岡   14.02  2 谷口  俊輔(2) 福岡   13.70  3 上田  泰弘 大分   13.48  4 白山  和輝(3) 福岡   12.54
九州共立大 関西大 大分陸協 防衛大

 5 十時  宗久 熊本   12.41  6 福島  大喜(1) 福岡   12.22  7 中村  亮介(2) 佐賀    9.37  8 森永  賢二 鹿児島    9.24
東海大 日本体育大 鹿島高 九電産業

 9 甲斐  雅規(1) 宮崎    9.01 10 土谷  裕太(2) 佐賀    8.84 七尾    紘(2) 宮崎 棄権    
延岡高 唐津商高 順天堂大

一般男子 08/21  1 市来  優馬 鹿児島   45.80  2 中西    大(2) 福岡   43.81  3 知念    豪(1) 沖縄   43.12  4 黒木  晃平(3) 宮崎   41.18
徳洲会病院 大阪体育大 順天堂大 順天堂大

 5 藤川  成紀(3) 福岡   40.87  6 成田  智春 鹿児島   40.01  7 濱田  正信 長崎   39.43  8 山田  孝介(3) 福岡   39.31
福岡大 D.A.T 鹿児島大 九州共立大

 9 田中  大地 鹿児島   38.30 10 大林  慎吾(2) 熊本   36.18 11 福島  大喜(1) 福岡   33.99 12 本庄  祥宏(2) 佐賀   31.62
九州共立大 九州情報大 日本体育大 福岡大

13 松野    健 熊本   30.75 14 長谷川  岳 熊本   30.07 15 松本  一平(3) 佐賀   27.48 芋岡  翔平 大分 棄権    
東海大 東海大 唐津商高 五里組

一般男子 08/22  1 廣瀬  健一(3) 福岡   61.69  2 知念    雄(2) 沖縄   60.46  3 浅野  和正(3) 熊本   58.66  4 吉津    剛 鹿児島   57.29
順天堂大 順天堂大 中京大 徳洲会病院

 5 欅田  翔太 大分   54.76  6 倉田  直人(3) 福岡   54.72  7 野平真之介(1) 熊本   54.12  8 山田  順也(4) 福岡   52.10
鹿屋体大 戸畑高 九州共立大 九州共立大

 9 山下  裕生 宮崎   49.02 10 日隈  裕亮(3) 福岡   48.21 11 梶原  孝仁(3) 福岡   46.70 12 平安名常之(3) 沖縄   43.87
九州共立大 関西大 福岡大 那覇西高

13 脇田    樹(3) 宮崎   43.70 14 中村  亮介(2) 佐賀   28.08 水本  貴士(3) 宮崎 棄権    
宮崎工高 鹿島高 宮崎工高

一般男子 08/22  1 堀之内精輝 鹿児島   59.04  2 中    祐斗(2) 福岡   59.03  3 久保田涼介(1) 宮崎   58.06  4 假屋圭一郎(1) 宮崎   56.68
イケダパン 九州共立大 徳山大 九州情報大

 5 高田  彰太 鹿児島   56.01  6 大賀  健太 鹿児島   54.59  7 本田  直也(2) 大分   53.52  8 末永  裕輝(1) 佐賀   53.10
鹿児島大 志学館大 福岡大 福岡大

 9 岩本  浩幸(3) 大分   51.69 10 田中    翔(2) 福岡   50.52 11 翁長  裕太(3) 沖縄   49.90 12 信時  大輝(4) 宮崎   49.56
国東高 九州産業高 那覇西高 大阪体育大

13 佐用  大輝(3) 大分   47.94 14 川野    諒 鹿児島   47.92 知井    陸 福岡 棄権    渡邉  浩平(2) 大分 棄権    
三重総合高 九州共立大 日本大 九州情報大

姫野  慎吾(4) 熊本 棄権    犬塚  世文(1) 熊本 棄権    竹原  祥貴(1) 宮崎 棄権    笠野  眞樹(3) 鹿児島 棄権    
熊本大 熊本大 順天堂大 鹿児島商高

砲丸投

円盤投

ﾊﾝﾏｰ投

やり投

三段跳
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フィールド種目・予選・準決勝・決勝・記録表  （男子・女子）

陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

一般男子 08/20  1 西山  尚伸 熊本    1.83  2 松尾  享聖(1) 長崎    1.83  3 上村    匠 鹿児島    1.80  4 林  祐太朗(2) 長崎    1.75
鹿屋体大 諫早農高 福岡大 諫早農高

 5 植木    誠(4) 福岡    1.75  6 林田  章紀 長崎    1.75  6 岩崎  史晃(2) 福岡    1.75  6 山口  了平 佐賀    1.75
福岡大 順天堂大 福岡大 国見台AC

 9 川口  幸男(4) 宮崎    1.70 10 小倉  希望(3) 鹿児島    1.70 11 岩切  晋作(2) 福岡    1.70 12 松尾  隆広(4) 福岡    1.70
中京大 鹿児島高 福岡大 福岡大

13 岩崎  智孝(3) 鹿児島    1.70 14 岩永  和久 佐賀    1.65 14 菊村  風穂 鹿児島    1.65 16 荒木  勇太(2) 長崎    1.65
鹿屋工高 佐賀陸協 鹿児島大 諫早農高

17 藤井  高晴 鹿児島    1.60 18 長屋  敬介 鹿児島    1.50 佐脇  慧一 大分 棄権    長谷川勝哉 鹿児島 棄権    
鹿屋体大 鹿児島大 福岡大 鹿屋体大

一般男子 08/21  1 川口  幸男(4) 宮崎    4.30  2 林田  章紀 長崎    4.30  3 松尾  隆広(4) 福岡    3.90  4 植木    誠(4) 福岡    3.90
中京大 順天堂大 福岡大 福岡大

 5 岩切  晋作(2) 福岡    3.80  6 岩崎  史晃(2) 福岡    3.60  7 山口  了平 佐賀    3.20  8 岩永  和久 佐賀    3.00
福岡大 福岡大 国見台AC 佐賀陸協

 8 上村    匠 鹿児島    3.00 10 西山  尚伸 熊本    3.00 11 長屋  敬介 鹿児島    2.80 12 小倉  希望(3) 鹿児島    2.80
福岡大 鹿屋体大 鹿児島大 鹿児島高

12 岩崎  智孝(3) 鹿児島    2.80 14 荒木  勇太(2) 長崎    2.60 14 菊村  風穂 鹿児島    2.60 藤井  高晴 鹿児島
鹿屋工高 諫早農高 鹿児島大 鹿屋体大

松尾  享聖(1) 長崎 林  祐太朗(2) 長崎 佐脇  慧一 大分 棄権    長谷川勝哉 鹿児島 棄権    
諫早農高 諫早農高 福岡大 鹿屋体大

一般男子 08/20  1 西山  尚伸 熊本    6.82  2 林田  章紀 長崎    6.51  3 川口  幸男(4) 宮崎    6.46  4 小倉  希望(3) 鹿児島    6.28
鹿屋体大    +1.5 順天堂大    -1.7 中京大    +1.3 鹿児島高    +0.5

 5 林  祐太朗(2) 長崎    6.21  6 植木    誠(4) 福岡    6.16  7 上村    匠 鹿児島    6.15  8 松尾  隆広(4) 福岡    6.12
諫早農高    +0.9 福岡大    +0.5 福岡大    +1.9 福岡大    -0.1

 9 藤井  高晴 鹿児島    6.06 10 岩切  晋作(2) 福岡    5.96 11 岩永  和久 佐賀    5.82 12 山口  了平 佐賀    5.82
鹿屋体大    +1.0 福岡大    +1.2 佐賀陸協    -0.6 国見台AC    +0.3

13 岩崎  智孝(3) 鹿児島    5.77 14 岩崎  史晃(2) 福岡    5.72 15 長屋  敬介 鹿児島    5.58 16 松尾  享聖(1) 長崎    5.41
鹿屋工高    +0.9 福岡大    -0.3 鹿児島大    +1.1 諫早農高    +0.2

17 荒木  勇太(2) 長崎    5.21 18 菊村  風穂 鹿児島    4.67 19 長谷川勝哉 鹿児島 佐脇  慧一 大分 棄権    
諫早農高    +1.2 鹿児島大    +1.9 鹿屋体大 福岡大

一般男子 08/20  1 林田  章紀 長崎   11.69  2 川口  幸男(4) 宮崎   10.88  3 山口  了平 佐賀   10.65  4 植木    誠(4) 福岡   10.11
順天堂大 中京大 国見台AC 福岡大

 5 長屋  敬介 鹿児島   10.03  6 岩永  和久 佐賀    9.69  7 藤井  高晴 鹿児島    9.68  8 岩崎  史晃(2) 福岡    9.57
鹿児島大 佐賀陸協 鹿屋体大 福岡大

 9 荒木  勇太(2) 長崎    9.47 10 松尾  隆広(4) 福岡    9.07 11 西山  尚伸 熊本    8.25 12 上村    匠 鹿児島    8.20
諫早農高 福岡大 鹿屋体大 福岡大

13 岩崎  智孝(3) 鹿児島    8.17 14 小倉  希望(3) 鹿児島    8.04 15 菊村  風穂 鹿児島    8.00 16 岩切  晋作(2) 福岡    7.63
鹿屋工高 鹿児島高 鹿児島大 福岡大

17 林  祐太朗(2) 長崎    6.23 18 松尾  享聖(1) 長崎    5.98 長谷川勝哉 鹿児島 棄権    佐脇  慧一 大分 棄権    
諫早農高 諫早農高 鹿屋体大 福岡大

一般男子 08/21  1 藤井  高晴 鹿児島   34.78  2 林田  章紀 長崎   33.20  3 長屋  敬介 鹿児島   31.20  4 川口  幸男(4) 宮崎   30.43
鹿屋体大 順天堂大 鹿児島大 中京大

 5 山口  了平 佐賀   30.14  6 岩崎  史晃(2) 福岡   29.69  7 植木    誠(4) 福岡   28.62  8 岩永  和久 佐賀   27.53
国見台AC 福岡大 福岡大 佐賀陸協

 9 上村    匠 鹿児島   26.42 10 岩崎  智孝(3) 鹿児島   26.30 11 岩切  晋作(2) 福岡   24.57 12 林  祐太朗(2) 長崎   24.21
福岡大 鹿屋工高 福岡大 諫早農高

13 小倉  希望(3) 鹿児島   24.01 14 松尾  隆広(4) 福岡   23.54 15 西山  尚伸 熊本   23.47 16 荒木  勇太(2) 長崎   21.99
鹿児島高 福岡大 鹿屋体大 諫早農高

17 菊村  風穂 鹿児島   21.05 18 松尾  享聖(1) 長崎   16.09 長谷川勝哉 鹿児島 欠場    佐脇  慧一 大分 欠場    
鹿児島大 諫早農高 鹿屋体大 福岡大

十種走幅跳

十種砲丸投

十種円盤投

十種走高跳

十種棒高跳
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フィールド種目・予選・準決勝・決勝・記録表  （男子・女子）

陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

一般男子 08/21  1 岩崎  智孝(3) 鹿児島   57.32  2 山口  了平 佐賀   56.77  3 植木    誠(4) 福岡   53.21  4 岩崎  史晃(2) 福岡   53.02
鹿屋工高 国見台AC 福岡大 福岡大

 5 川口  幸男(4) 宮崎   50.36  6 林田  章紀 長崎   50.10  7 荒木  勇太(2) 長崎   48.39  8 岩切  晋作(2) 福岡   47.99
中京大 順天堂大 諫早農高 福岡大

 9 岩永  和久 佐賀   47.03 10 長屋  敬介 鹿児島   46.92 11 上村    匠 鹿児島   46.08 12 小倉  希望(3) 鹿児島   44.27
佐賀陸協 鹿児島大 福岡大 鹿児島高

13 西山  尚伸 熊本   40.73 14 林  祐太朗(2) 長崎   40.46 15 松尾  隆広(4) 福岡   39.17 16 菊村  風穂 鹿児島   38.74
鹿屋体大 諫早農高 福岡大 鹿児島大

17 藤井  高晴 鹿児島   31.78 18 松尾  享聖(1) 長崎   25.27 長谷川勝哉 鹿児島 棄権    佐脇  慧一 大分 棄権    
鹿屋体大 諫早農高 鹿屋体大 福岡大

ジュニア男子 08/21  1 竜口  慎平(3) 福岡    1.94  2 築城  聡史(2) 大分    1.91  3 新崎  宇宙(2) 沖縄    1.91  4 瀬戸口  桂(1) 鹿児島    1.88
福岡第一高 大分西高 那覇西高 鹿児島南高

 5 山崎  友雅 佐賀    1.88  6 古賀  拓魅(1) 福岡    1.85  7 谷口  真一(2) 福岡    1.85  8 寺川  拓弥(2) 福岡    1.85
龍谷高 福岡第一高 福翔高 直方高

 9 谷口    司(2) 福岡    1.85 10 石井    陽(2) 福岡    1.80 10 宅島  優司(2) 長崎    1.80 10 荒金  史晃(1) 大分    1.80
直方高 福岡第一高 口加高 佐伯豊南高

10 屋良  太章(3) 沖縄    1.80 14 田島  優大(2) 長崎    1.80 15 北村  拓也(1) 長崎    1.75 15 川床  爽大(2) 宮崎    1.75
前原高 佐世保工高 西海学園高 都城泉ヶ丘高

17 小南    航(2) 福岡    1.75 17 矢野  雄太(1) 宮崎    1.75 19 古家  秀幸(2) 福岡    1.75 19 藤川  裕太(1) 熊本    1.75
直方高 宮崎大 新宮高 大津高

成富    創(1) 福岡 室井  隆志(1) 福岡 松隈  貴大(2) 福岡 藤井  一樹(1) 福岡
自由ケ丘高 中間高 東福岡高 東福岡高

中村  祐輔(2) 長崎 鶴田  翔吏(2) 宮崎 水谷  友哉(3) 宮崎 橋本維佐武(2) 宮崎
佐世保工高 都城高専 高城高 佐土原高

脇    翔太(1) 鹿児島 途中棄権 片島  俊希(2) 福岡 棄権    
鹿児島高 中間高

十種やり投

走高跳
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フィールド種目・予選・準決勝・決勝・記録表  （男子・女子）

陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

ジュニア男子 08/20  1 小森    翔(1) 長崎    7.57  2 飯田    旭(1) 福岡    7.10  3 溝口  雅也(2) 福岡    6.80  4 塩川美鶴樹(3) 大分    6.78
名桜大    +1.1 福岡第一高    +2.2 八幡南高    +1.7 杵築高    +1.4

 5 大城  裕弥(1) 沖縄    6.54  6 中西  亮輔(2) 福岡    6.52  7 諸見里真寛(2) 沖縄    6.50  8 奥松  勇貴(1) 宮崎    6.45
名桜大    +1.1 福岡第一高    +2.7 那覇西高    +0.9 大宮高    +2.3

 9 屋良  太章(3) 沖縄    6.38 10 鉢川  貴哉(2) 長崎    6.35 11 池邉  優紀(2) 宮崎    6.29 12 藤澤  謙輔(3) 熊本    6.27
前原高    +0.2 西海学園高    +1.5 宮崎第一高    +1.4 鹿本高    +1.7

13 大平  将司(1) 鹿児島    6.27 14 新見  直人(2) 福岡    6.27 15 田中  基喜(2) 福岡    6.24 16 富永  尚樹(1) 宮崎    6.22
鹿児島南高    +2.1 直方高    +1.7 筑陽学園高    +1.6 日南高    +1.5

松田  竜宗(1) 福岡 川原  直往(2) 福岡 森脇  隆大(2) 福岡 大津  和己(2) 福岡
三潴高 筑陽学園高 直方高 八女高

渡邉  祐今(2) 福岡 榎本  信矢(2) 福岡 竹下    健(1) 福岡 清永  拓彌(1) 福岡
八女高 八幡南高 福岡第一高 中間高

浦川  幸斗(1) 福岡 荒木    凌(2) 福岡 副島  史登(2) 佐賀 金子  惇悠(1) 佐賀
中間高 三井高 鳥栖高 鳥栖高

田栗  雄太(3) 佐賀 池田  俊平(2) 佐賀 関    博太(1) 福岡 宮崎  真琴(1) 福岡
佐賀工高 鹿島高 香椎工高 香椎工高

浜田  昭弘(1) 長崎 佐藤    駿(1) 大分 坂本  泰成(1) 熊本 上田  翔太(2) 熊本
西海学園高 佐伯鶴城高 玉名工高 鹿本高

前坂  大器(1) 熊本 川中  誠也(1) 熊本 平田  大朗(1) 熊本 岩戸  雅直(2) 宮崎
水俣高 水俣高 大津高 串間市陸協

溝邉  隼人(2) 宮崎 岩田  宜之(1) 宮崎 木村  将也(1) 宮崎 横山  貴洋(2) 宮崎
延岡高 延岡商高 宮崎南高 大宮高

赤木  泰祐(3) 宮崎 徳田  昴大(1) 鹿児島 野村  祐介(1) 鹿児島 越川  大勢(1) 鹿児島
都城商高 鹿児島高 鹿児島高 鹿児島南高

谷村  誠也(2) 鹿児島 東    孝洸(1) 鹿児島 真栄城丈治(2) 沖縄 大庭  康平(2) 福岡 棄権    
川薩清修館高 川薩清修館高 前原高 若松商高

下司  佑希(3) 福岡 棄権    川元  堅斗(1) 福岡 棄権    井之上  陵(2) 宮崎 棄権    山田  真也(3) 鹿児島 棄権    
福翔高 近大福岡高 都城商高 鹿児島高

高橋    諒(1) 鹿児島 棄権    牧    修平(3) 宮崎 棄権    尾石  利広(3) 福岡 欠場    
鶴翔高 宮崎工高 小郡高

ジュニア男子 08/21  1 冨山浩太郎(3) 宮崎   15.03  2 川口    光(3) 佐賀   13.92  3 阿比留大地(1) 長崎   13.21  4 當眞  寛人(1) 沖縄   12.73
都城高専 唐津南高 口加高 中部商高

 5 甲斐  佑希(3) 熊本   12.67  6 野村  晋平(1) 福岡   12.34  7 山口  優耶(3) 佐賀   11.55  8 川上  真和(2) 長崎   11.39
熊本西高 明善高 嬉野高 西海学園高

 9 草場  興起(1) 佐賀   11.02 10 中川  将孝(2) 佐賀   11.01 11 岩嵜  拓海(2) 熊本   10.92 12 大林  慧思(2) 福岡   10.78
鳥栖高 唐津東高 熊本西高 自由ケ丘高

13 鶴之園充幸貴(1)鹿児島   10.48 14 松本  一平(3) 佐賀   10.37 15 大楠  翔一(1) 福岡   10.07 山口  正人(1) 福岡
鹿児島南高 唐津商高 福翔高 直方高

樋口  雄司(3) 佐賀 森下  晃太(2) 福岡 藤原  孝幸(1) 福岡 山城  大地(3) 沖縄
三養基高 香椎工高 香椎工高 沖縄カトリック

片渕  功輝(1) 佐賀 只隈  佑汰(2) 福岡 棄権    有尾亜斗夢(2) 佐賀 棄権    吉満  拓哉(2) 宮崎 棄権    
塩田工高 西南学院高 唐津南高 都城高専

永峯  涼太(1) 宮崎 棄権    
高原高

砲丸投

走幅跳
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フィールド種目・予選・準決勝・決勝・記録表  （男子・女子）

陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

ジュニア男子 08/20  1 翁長  裕太(3) 沖縄   42.22  2 甲斐  佑希(3) 熊本   39.53  3 古竹  秀平(3) 佐賀   37.14  4 青木  慎二(3) 佐賀   35.82
那覇西高 熊本西高 唐津工高 唐津南高

 5 松本裕太郎(1) 熊本   34.67  6 山川  竜成(2) 長崎   34.66  7 川上  真和(2) 長崎   32.57  8 新名  鴻佑(2) 宮崎   32.16
松橋高 西海学園高 西海学園高 日向工高

堤    信敬(1) 福岡 江藤  湧志(2) 福岡 山口  優耶(3) 佐賀 片渕  功輝(1) 佐賀
八女高 八女高 嬉野高 塩田工高

川口    光(3) 佐賀 田中  富商(2) 佐賀 小林翔一朗(2) 佐賀 中川  将孝(2) 佐賀
唐津南高 唐津工高 鳥栖高 唐津東高

土谷  裕太(2) 佐賀 中村    巧(2) 熊本 岩嵜  拓海(2) 熊本 上田  隆太(2) 宮崎
唐津商高 玉名工高 熊本西高 日向工高

坂元  謙太(3) 鹿児島 林    佳伸(2) 鹿児島 山澤  卓也(1) 鹿児島 鶴之園充幸貴(1)鹿児島
鹿屋工高 鹿児島高 鹿児島高 鹿児島南高

當眞  寛人(1) 沖縄 山城  大地(3) 沖縄 徳永　大周 佐賀 藤原  佑太(3) 福岡 棄権    
中部商高 沖縄カトリック 多久高 高稜高

猿渡  克哉(1) 福岡 棄権    大楠  翔一(1) 福岡 棄権    居石  一希 佐賀 棄権    
東筑紫学園高 福翔高 多久高

ジュニア男子 08/22  1 岡林  幹大(3) 宮崎   55.86  2 坂本都志記(1) 福岡   52.38  3 田中  一成(2) 長崎   51.49  4 村井  智貴(2) 長崎   51.47
都城商高 門司大翔館高 西海学園高 西彼杵高

 5 伊藝    伸(3) 沖縄   51.32  6 中瀬  拓也(2) 宮崎   50.81  7 坂本  翔吾(3) 佐賀   47.28  8 児玉    聡(2) 宮崎   46.40
中部商高 大宮高 厳木高 宮崎南高

 9 鈴木  稔宏(3) 鹿児島   44.39 10 中尾  尚吾(3) 福岡   44.35 11 清水  恵太(2) 佐賀   43.83 12 西岡暁比古(1) 福岡   43.44
鹿児島高 九州産業高 伊万里農林高 福岡中央高

13 川口  一真(2) 佐賀   43.27 14 松田  純弥(2) 福岡   42.81 鹿島裕次郎(1) 福岡 木下  和真(2) 佐賀
鳥栖高 福岡中央高 東筑紫学園高 鳥栖高

橋本  友樹(2) 福岡 濱田  ?丞(2) 福岡 山川  竜成(2) 長崎 田尻  俊成(1) 熊本
香椎工高 香椎工高 西海学園高 松橋高

永井  大紫(2) 熊本 山下  泰裕(1) 宮崎 宮脇  圭亮(3) 鹿児島 川内  等意(3) 福岡 棄権    
人吉高 都城商高 鹿児島高 自由ケ丘高

小倉  大輝(3) 福岡 棄権    東嶋倫太郎(3) 佐賀 棄権    前田  雅和(2) 佐賀 棄権    笠原    渉 佐賀 棄権    
自由ケ丘高 伊万里高 伊万里農林高 多久高

一般女子 08/22  1 新宅  麻未 福岡    1.65  2 平山    遥(2) 福岡    1.65  3 浦  かおり 福岡    1.65  4 田中  宏美(2) 福岡    1.60
マリンポリス 高稜高 マリンポリス 中村学園女子高

 4 泉    智子(4) 熊本    1.60  4 堂乃下  藍 鹿児島    1.60  7 村上佑琳子(2) 福岡    1.60  8 太原  千夏 鹿児島    1.55
熊本大 愛知教育大 中村学園女子高 鹿屋体大

柏木亜裕美(1) 宮崎 吉田  加代 鹿児島 松山  千華(2) 鹿児島 原口    愛(2) 鹿児島
宮崎学園高 京セラ鹿児島 加治木高 甲南高

馬場  美里(3) 佐賀 玉井  夏樹 大分 棄権    
山代中 大分AC

一般女子 08/21  1 松島  智美 熊本    3.20  2 十時  千歌(1) 大分    3.00  3 富盛  里菜(2) 沖縄    2.80  4 津地  恵美(3) 熊本    2.40
菊池養護 大分西高 南風原高 西合志中

 4 冨田亜香音(1) 熊本    2.40  6 後藤奈那子(3) 熊本    2.40 薬丸  桂子(3) 福岡 山城かな子(3) 沖縄
熊本中央高 西合志中 古賀竟成館高 沖縄カトリック

宮本  留衣(2) 熊本 上野  倫子(3) 熊本 雨田  麻那(3) 沖縄 倉富  春奈(1) 福岡
西合志中 西合志中 沖縄カトリック 戸畑高

野中  秀代(3) 福岡
古賀竟成館高

円盤投

やり投

走高跳

棒高跳



p.29 / 34 

フィールド種目・予選・準決勝・決勝・記録表  （男子・女子）

陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

一般女子 08/22  1 宇佐波良子(4) 福岡    6.14  2 濵島  陽子 鹿児島    5.97  3 高武  華子(2) 福岡    5.95  4 中川  秋奈(2) 福岡    5.89
九州共立大    +1.5 パテック    +2.1 福岡大    +0.9 高稜高    +1.3

 5 中尾  有沙 熊本    5.88  6 末永  成美(1) 鹿児島    5.73  7 井戸田李湖(2) 鹿児島    5.53  8 河津  美幸(2) 大分    5.52
熊本大    +2.3 鹿児島女子高    +1.4 甲南高    +1.7 日田藤蔭高    +1.0

 9 吉木  智美 佐賀    5.43 10 井上  美咲(2) 長崎    5.41 11 稲吉  亜美(3) 宮崎    5.40 12 川野寿美礼(3) 長崎    5.39
佐賀陸協    +2.0 大村高    +1.3 宮崎大    +2.3 佐世保西高    +2.6

13 池松  佳恵(2) 福岡    5.37 14 熊谷木莉子(2) 大分    5.34 15 川崎裕美子 宮崎    5.30 16 仲村  優里(4) 沖縄    5.27
三井高    +1.4 浜松大    +1.4 宮崎AC    +2.1 名桜大    +2.2

17 仲村  杏理(2) 沖縄    5.26 18 橋本  弓佳(3) 宮崎    5.25 19 島袋  麻華 沖縄    5.24 20 吉田  優希(3) 大分    5.18
那覇西高    +2.0 宮崎工高    +2.1 与那原自動車    +1.6 佐伯鶴城高    +0.7

21 原田  朋佳 宮崎    5.18 22 安倍さわ子 大分    5.16 23 宮地  愉子(3) 福岡    5.13 24 岩山  侑加(1) 熊本    5.10
宮崎AC    +2.7 大分AC    +2.4 福岡大    +1.1 熊本学園大    +0.9

25 亀川美津希(3) 大分    5.09 26 上川紗友里(2) 鹿児島    5.07 27 立川真唯子(3) 福岡    5.06 28 岩竹  愛理(2) 長崎    5.05
杵築高    +1.5 鹿児島高    +1.6 玄洋高    +1.6 長崎日大高    +1.2

29 月足  麻那(4) 大分    4.98 30 栗林  未樹(3) 佐賀    4.92 31 北島  華奈(1) 佐賀    4.79 32 馬渡那津子 佐賀    4.76
東京女子体大    +1.7 佐賀商高    +2.2 佐賀清和高    +0.8 ムーンスター    +1.5

吉田実由季(2) 佐賀 棄権    三浦  真子(3) 大分 棄権    平山  佳代(3) 福岡 棄権    
唐津商高 大分植田中 中村学園女子高

一般女子 08/21  1 中尾  有沙 熊本   12.36  2 仲村  優里(4) 沖縄   11.83  3 吉田  加代 鹿児島   11.79  4 川崎裕美子 宮崎   11.69
熊本大    +1.3 名桜大    +0.3 京セラ鹿児島    +0.8 宮崎AC    +0.1

 5 中村  明子(3) 福岡   11.58  6 内野  香苗 長崎   11.55  7 村吉  綾乃 沖縄   11.46  8 馬渡那津子 佐賀   10.80
小倉西高    +1.6 福岡大    +0.9 前原高教    +0.1 ムーンスター    +2.2

 9 熊谷木莉子(2) 大分   10.53 三浦  真子(3) 大分 棄権    平山  佳代(3) 福岡 棄権    秋好  紀香(1) 福岡 欠場    
浜松大     0.0 大分植田中 中村学園女子高 名桜大

一般女子 08/22  1 知念  莉子(2) 沖縄   13.14  2 境    実穂(1) 福岡   13.11  3 大森かりん(3) 福岡   12.68  4 鳥飼  順花 福岡   12.55
那覇西高 鹿屋体育大 福大若葉高 順天堂大

 5 伊藤    早(3) 福岡   12.15  6 中西  彩乃 鹿児島   11.75  7 松浦　良美(2) 熊本   11.70  8 甲斐  雅美 熊本   10.77
自由ケ丘高 志学館大 熊本国府高 issei T

 9 廣盛  澄香(2) 鹿児島   10.70 10 楢木野愛理 大分   10.41 11 南  くらら(3) 鹿児島   10.09 12 山口由加里 熊本   10.01
大口明光学園高 五里組 鹿児島女子高 IEC九州国際

13 名護  さち(2) 沖縄    9.64 14 三宅亜好沙 長崎    9.07 15 川畑美和子(2) 鹿児島    8.87 16 溝口有希子(2) 佐賀    8.66
名桜大 小浜高 鹿児島女子高 致遠館高

戸田  帆南(3) 大分 棄権    山下    悠(2) 熊本 棄権    戸高  夏美(1) 宮崎 棄権    
大分西高 愛媛女子短大 九州保健福祉大

一般女子 08/21  1 西別府千愛 鹿児島   44.78  2 浦崎  楓怜(3) 沖縄   41.24  3 永利佳奈子(3) 福岡   40.24  4 有田    愛(4) 福岡   40.10
九州共立大 那覇西高 九州共立大 国士舘大

 5 知念  莉子(2) 沖縄   39.03  6 森    千明(1) 佐賀   38.96  7 濵田  麻里 熊本   37.89  8 吹田芙奈美(2) 福岡   37.87
那覇西高 福岡大 松橋高 九州共立大

 9 榎田  聖子 宮崎   36.03 10 西山    舞(3) 熊本   35.14 11 甲斐  雅美 熊本   32.91 12 廣盛  澄香(2) 鹿児島   31.73
九州共立大 松橋高 issei T 大口明光学園高

13 竹下  英里 熊本   31.67 14 名護  さち(2) 沖縄   31.46 15 森山  美保 福岡   31.12 16 金丸  奈美(3) 鹿児島   30.72
issei T 名桜大 小郡陸協 鹿児島女子高

17 内田英里香(3) 熊本   28.55 18 東  奈央子 宮崎   24.34 佐藤菜央美 大分 棄権    
熊本西高 徳山大 早稲田大

走幅跳

三段跳

砲丸投

円盤投
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フィールド種目・予選・準決勝・決勝・記録表  （男子・女子）

陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

一般女子 08/22  1 山城  美貴 福岡   54.08  2 知念  春乃(2) 沖縄   52.90  3 前田    愛(3) 熊本   48.32  4 池田  綾乃(3) 福岡   47.53
九共大ｸﾗﾌﾞ 九州共立大 九州共立大 九州共立大

 5 大城  李子(3) 沖縄   46.20  6 福嶋恵里子 大分   45.77  7 儀間  美香(1) 沖縄   45.75  8 浦崎  楓怜(3) 沖縄   45.73
那覇西高 鹿屋体大 九州共立大 那覇西高

 9 門松  花奈(3) 大分   36.54 10 安川  優季(1) 宮崎   34.55 11 大平  裕子(1) 福岡   33.48 12 村田    愛(2) 長崎   24.60
雄城台高 宮崎公立大 近大福岡高 大崎高

13 安川真依子(2) 宮崎   24.00 14 徳永  美貴(2) 宮崎   23.46 15 吉良みずほ(2) 長崎   19.22 16 佐伯    恵(3) 宮崎   17.20
宮崎南高 さくら聴覚 大崎高 宮崎南高

箱嶋佳那子(2) 福岡 棄権    田中  友美(4) 熊本 棄権    日高  知恵(2) 鹿児島 棄権    
九州情報大 九州情報大 愛媛女子短大

一般女子 08/20  1 塚本友里恵(4) 福岡   50.27  2 川述    優(1) 大分   48.63  3 島袋  優美(2) 沖縄   44.17  4 坂本奈津希(3) 福岡   43.66
鹿屋体育大 順天堂大 那覇西高 福岡大

 5 谷風  夏美 福岡   42.25  6 池邉亜祐美(1) 熊本   42.01  7 池田美乃里 鹿児島   40.31  8 日高  美紀 宮崎   39.04
SMS-AC 九州共立大 志学館大 宮崎AC

 9 寺尾  美杏(2) 熊本   37.42 10 大城  李子(3) 沖縄   36.62 11 片山  綾華(2) 長崎   36.38 12 梶原  美咲(2) 佐賀   35.41
熊本西高 那覇西高 西海学園高 佐賀商高

13 堤    佳世 大分   35.30 14 橋本  瑠美 大分   35.30 15 川田  眞子(2) 大分   35.16 16 西田  鮎美(2) 佐賀   34.42
大分大 ｵｽﾌﾟﾚｲｽﾞ 国東高 佐賀商高

17 須賀  晶子(3) 鹿児島   34.29 18 堀脇  菜央(2) 鹿児島   32.75 19 徳永  美貴(2) 宮崎   32.60 20 佐伯    恵(3) 宮崎   31.51
種子島中央高 鹿児島女子高 さくら聴覚 宮崎南高

21 藤本  真季(2) 熊本   31.36 22 大山    翠(2) 鹿児島   29.58 23 入蔵元菜子(2) 沖縄   29.20 24 川満  優奈(1) 沖縄   27.39
熊本西高 大口明光学園高 南風原高 南風原高

25 山之内裕美 鹿児島   24.80 阿部芽久美(2) 福岡 棄権    楠田  真美 熊本 棄権    日髙  美咲(2) 宮崎 棄権    
鳳凰高 九州情報大 熊本陸協 宮崎工高

一般女子 08/21  1 藤谷明日香(3) 福岡    1.57  2 薄    美希(3) 福岡    1.57  3 松浦  久美 福岡    1.51  4 中野  志保(2) 佐賀    1.48
高稜高 高稜高 B&Kｱｽﾘｰﾄ 福岡大

 5 高瀬  怜奈 熊本    1.48  6 藤原  朋美(2) 福岡    1.40  6 富永  結衣(1) 長崎    1.40  8 徳田  はな(2) 鹿児島    1.40
熊本工高 福大若葉高 長崎女子高 鹿児島女子高

 8 新山  桃子(2) 鹿児島    1.40 10 前川  萌那(2) 福岡    1.40 11 妹川  美咲(2) 佐賀    1.35 12 久野  瑞季(2) 佐賀    1.30
鹿児島女子高 筑紫女学園高 鳥栖商高 佐賀商高

12 米田  史香(3) 長崎    1.30 12 佐藤  杏奈(1) 長崎    1.30 田中  宏美(2) 福岡
純心女子高 大村高 中村学園女子高

一般女子 08/22  1 松浦  久美 福岡    5.41  2 藤谷明日香(3) 福岡    5.16  3 高瀬  怜奈 熊本    5.08  4 薄    美希(3) 福岡    4.97
B&Kｱｽﾘｰﾄ    -1.2 高稜高    -0.8 熊本工高    -0.5 高稜高    -0.2

 5 佐藤  杏奈(1) 長崎    4.86  6 久野  瑞季(2) 佐賀    4.77  7 徳田  はな(2) 鹿児島    4.72  8 前川  萌那(2) 福岡    4.69
大村高    -1.1 佐賀商高    -0.5 鹿児島女子高    -0.6 筑紫女学園高    -0.3

 9 米田  史香(3) 長崎    4.68 10 藤原  朋美(2) 福岡    4.63 11 富永  結衣(1) 長崎    4.51 12 新山  桃子(2) 鹿児島    4.38
純心女子高    -0.3 福大若葉高    -0.7 長崎女子高    -0.7 鹿児島女子高    -1.4

13 妹川  美咲(2) 佐賀    4.08 中野  志保(2) 佐賀 棄権    田中  宏美(2) 福岡 棄権    
鳥栖商高    -0.8 福岡大 中村学園女子高

七種走高跳

七種走幅跳

ﾊﾝﾏｰ投

やり投
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フィールド種目・予選・準決勝・決勝・記録表  （男子・女子）

陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

一般女子 08/21  1 高瀬  怜奈 熊本   10.74  2 藤原  朋美(2) 福岡    9.59  3 前川  萌那(2) 福岡    9.42  4 藤谷明日香(3) 福岡    9.08
熊本工高 福大若葉高 筑紫女学園高 高稜高

 5 米田  史香(3) 長崎    8.85  6 松浦  久美 福岡    8.46  7 薄    美希(3) 福岡    8.00  8 新山  桃子(2) 鹿児島    7.80
純心女子高 B&Kｱｽﾘｰﾄ 高稜高 鹿児島女子高

 9 佐藤  杏奈(1) 長崎    6.77 10 富永  結衣(1) 長崎    6.62 11 妹川  美咲(2) 佐賀    6.27 12 徳田  はな(2) 鹿児島    6.14
大村高 長崎女子高 鳥栖商高 鹿児島女子高

13 久野  瑞季(2) 佐賀    5.94 中野  志保(2) 佐賀 欠場    田中  宏美(2) 福岡 欠場    
佐賀商高 福岡大 中村学園女子高

一般女子 08/22  1 高瀬  怜奈 熊本   37.52  2 松浦  久美 福岡   35.35  3 前川  萌那(2) 福岡   35.12  4 藤原  朋美(2) 福岡   33.02
熊本工高 B&Kｱｽﾘｰﾄ 筑紫女学園高 福大若葉高

 5 新山  桃子(2) 鹿児島   31.53  6 米田  史香(3) 長崎   28.91  7 藤谷明日香(3) 福岡   27.66  8 久野  瑞季(2) 佐賀   26.51
鹿児島女子高 純心女子高 高稜高 佐賀商高

 9 薄    美希(3) 福岡   25.69 10 佐藤  杏奈(1) 長崎   23.84 11 妹川  美咲(2) 佐賀   20.21 12 徳田  はな(2) 鹿児島   19.03
高稜高 大村高 鳥栖商高 鹿児島女子高

13 富永  結衣(1) 長崎   18.47 田中  宏美(2) 福岡 棄権    中野  志保(2) 佐賀 棄権    
長崎女子高 中村学園女子高 福岡大

ジュニア女子 08/20  1 八塚    彩(1) 福岡    1.63  2 仲本佑里恵(2) 沖縄    1.60  3 藤谷明日香(3) 福岡    1.55  4 上田  栞菜(1) 大分    1.55
福岡中央高 那覇西高 高稜高 佐伯鶴城高

 5 古川  彩香(1) 熊本    1.50  6 重信  玲奈(1) 鹿児島    1.50  6 田中ふくさ(1) 鹿児島    1.50  8 谷    和泉(2) 福岡    1.50
九州学院高 鹿児島高 鹿児島南高 福翔高

 9 種崎  冴歌(2) 大分    1.50  9 原    京子(2) 大分    1.50 11 薄    美希(3) 福岡    1.45 11 倉富保那美(3) 福岡    1.45
大分舞鶴高 鶴谷中 高稜高 三潴高

11 佐脇  沙織(2) 大分    1.45 14 大塚  真由 熊本    1.45 14 大城  弥生(2) 沖縄    1.45 16 白神  結香(2) 福岡    1.45
佐伯鶴城高 issei T 糸満高 直方高

16 金山  真子(2) 佐賀    1.45 松永みさき(2) 福岡 石川  真美(1) 福岡 山中このみ(1) 長崎
鳥栖商高 自由ケ丘高 中村学園女子高 純心女子高

小西  亜依(2) 長崎 直野起代子(1) 宮崎 吉尾  悠花(1) 宮崎 柳井谷  晶(1) 鹿児島
長崎女子高 宮崎南高 大宮高 鹿児島高

坂口  瑛美(1) 鹿児島 金城  葉奈(1) 沖縄 本山早耶香(2) 長崎 小川  夏歩(1) 宮崎
鹿児島女子高 南風原高 大崎高 都城泉ヶ丘高

黒葛原麻鼓(2) 宮崎 福嶋  緩奈(1) 福岡 溝口　千晶 佐賀 稲富　朱音 佐賀
宮崎工高 三井高 白石高 白石高

畑中  菜摘(1) 福岡 棄権    高島  柚佳(3) 福岡 棄権    鉢峯  麻菜(2) 長崎 棄権    榎嶋  公子(2) 熊本 棄権    
近大福岡高 中村学園女子高 鳴滝高 熊本大

梅本  紗貴(2) 熊本 棄権    有水  里沙(2) 鹿児島 棄権    馬場  美里(3) 佐賀 棄権    
熊本商高 鹿児島南高 山代中

ジュニア女子 08/21  1 北里  優季(3) 熊本   11.73  2 鈴木  里和(2) 福岡   11.03  3 比屋根香澄(2) 福岡    9.85  4 溝部  亜澄(2) 福岡    9.73
鹿本高 福大若葉高 福大若葉高 自由ケ丘高

 5 諸留  美和(2) 鹿児島    9.48  6 山本  朋果(1) 佐賀    9.45  7 内田英里香(3) 熊本    9.40  8 松岡  由起(2) 福岡    9.20
鹿児島南高 佐賀商高 熊本西高 中村学園女子高

 9 奥園ゆかり(1) 鹿児島    9.00 渕上由季奈(2) 福岡 村山  優奈(1) 福岡 嶋田  華乃(2) 福岡
鹿児島女子高 近大福岡高 近大福岡高 中村学園女子高

梶山有紀奈(2) 佐賀 山下あゆみ(2) 佐賀 竹川  和希(1) 佐賀 西田  鮎美(2) 佐賀
塩田工高 鳥栖商高 鳥栖商高 佐賀商高

片山  綾華(2) 長崎 川村ひらり(2) 長崎 城添  彩花(1) 長崎 森  万利与(1) 熊本
西海学園高 長崎女子高 長崎女子高 熊本西高

松浦  玲奈(2) 宮崎 藤坂  彩夏(1) 宮崎 中村奈々美(1) 鹿児島 岩崎    遥(1) 鹿児島
宮崎北高 宮崎北高 鹿児島女子高 鹿児島南高

下地  見和(3) 沖縄 中溝  千春(2) 福岡 棄権    
沖縄カトリック 中間高

走高跳

砲丸投

七種砲丸投

七種やり投
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フィールド種目・予選・準決勝・決勝・記録表  （男子・女子）

陸協名 福　岡 競技会名 第65回　九州陸上競技選手権大会 大会ｺｰﾄﾞ  10452000

競技場名 北九州市立　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ  401050

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

ジュニア女子 08/20  1 福地  加恵(3) 沖縄   39.81  2 元木  綾乃(2) 福岡   38.25  3 大平  笑子(1) 福岡   32.89  4 福井  京子(3) 福岡   31.46
中部商高 福大若葉高 近大福岡高 自由ケ丘高

 5 田中  沙季(1) 福岡   31.45  6 諸留  美和(2) 鹿児島   30.09  7 谷口    晶(1) 福岡   29.82  8 本山さゆり(2) 福岡   29.32
福岡中央高 鹿児島南高 自由ケ丘高 福大若葉高

 9 松岡  由起(2) 福岡   28.57 10 堀内  里紗(2) 福岡   28.55 新原    望(2) 福岡 西野  紗代(2) 福岡
中村学園女子高 近大福岡高 福大若葉高 近大福岡高

中溝  千春(2) 福岡 嶋田  華乃(2) 福岡 藤松  涼音(2) 佐賀 梶山有紀奈(2) 佐賀
中間高 中村学園女子高 杵島商高 塩田工高

山下あゆみ(2) 佐賀 溝口有希子(2) 佐賀 江口  栞奈(3) 佐賀 山本  朋果(1) 佐賀
鳥栖商高 致遠館高 佐賀商高 佐賀商高

城添  彩花(1) 長崎 仲  未紗稀(2) 大分 西島  薫美(2) 熊本 秋山  リカ(1) 熊本
長崎女子高 国東高 九州学院高 松橋高

松浦  玲奈(2) 宮崎 藤坂  彩夏(1) 宮崎 中村奈々美(1) 鹿児島 奥園ゆかり(1) 鹿児島
宮崎北高 宮崎北高 鹿児島女子高 鹿児島女子高

岩崎    遥(1) 鹿児島 小柳和歌子(2) 長崎 吉良みずほ(2) 長崎 村田    愛(2) 長崎
鹿児島南高 大村高 大崎高 大崎高

松浦　良美(2) 熊本 岩永  美笛(3) 佐賀 棄権    藤本  真季(2) 熊本 棄権    
熊本国府高 牛津高 熊本西高

円盤投



氏　名（学年） 100m 風 走幅跳 風 砲丸投 走高跳 400m 110mH 風 円盤投 棒高跳 やり投 1,500m
所　　属 得点 得点 得点 得点 得点

林田 章紀 11.20 -0.5 6.51 -1.7 11.69 1.75 49.41 15.52 -0.3 33.20 4.30 50.10 4,36.49
1   370 順天堂大 6,843 817 700 588 585 842 3,532 788 528 702 590 703 3,311

川口 幸男 11.53 -1.6 6.46 +1.3 10.88 1.70 50.77 15.20 -0.5 30.43 4.30 50.36 4,42.82
2   701 中京大 6,553 746 688 539 544 779 3,296 825 473 702 594 663 3,257

植木 誠 11.62 -2.1 6.16 +0.5 10.11 1.75 52.58 15.24 +0.1 28.62 3.90 53.21 5,01.35
3 福岡大 6,162 728 621 492 585 700 3,126 821 437 590 636 552 3,036

西山 尚伸 11.52 -1.6 6.82 +1.5 8.25 1.83 50.94 16.10 -0.5 23.47 3.00 40.73 4,45.92
4 鹿屋体大 5,838 748 771 381 653 772 3,325 722 338 357 453 643 2,513

山口 了平 12.28 -2.1 5.82 +0.3 10.65 1.75 54.93 16.03 +0.1 30.14 3.20 56.77 4,45.91
5 国見台AC 5,792 597 548 525 585 602 2,857 729 467 406 689 644 2,935

松尾 隆広 11.81 -0.5 6.12 -0.1 9.07 1.70 52.44 15.88 -0.3 23.54 3.90 39.17 4,47.09
6 福岡大 5,723 689 613 430 544 706 2,982 746 339 590 430 636 2,741

岩崎 史晃 12.31 -2.1 5.72 -0.3 9.57 1.75 54.54 16.51 +0.1 29.69 3.60 53.02 4,43.55
7 福岡大 5,714 591 527 460 585 617 2,780 676 458 509 633 658 2,934

小倉 希望 12.17 -2.1 6.28 +0.5 8.04 1.70 52.98 15.67 +0.1 24.01 2.80 44.27 4,35.87
8 鹿児島高 5,499 618 648 369 544 682 2,861 770 348 309 504 707 2,638

岩切 晋作 12.04 -0.5 5.96 +1.2 7.63 1.70 52.78 18.54 -0.3 24.57 3.80 47.99 4,32.46
9 福岡大 5,483 643 578 344 544 691 2,800 474 359 562 559 729 2,683

上村 匠 12.37 -1.6 6.15 +1.9 8.20 1.80 55.23 16.53 -0.5 26.42 3.00 46.08 4,56.06
10 福岡大 5,334 580 619 378 627 590 2,794 674 395 357 531 583 2,540

岩崎 智孝 12.37 -1.6 5.77 +0.9 8.17 1.70 53.93 18.61 -0.5 26.30 2.80 57.32 5,04.43
11 鹿屋工高 5,079 580 537 376 544 642 2,679 467 392 309 698 534 2,400

長屋 敬介 12.50 -0.5 5.58 +1.1 10.03 1.50 55.66 17.74 -0.3 31.20 2.80 46.92 4,48.28
12 鹿児島大 5,021 556 498 487 389 573 2,503 549 488 309 543 629 2,518

林 祐太朗 11.66 -1.6 6.21 +0.9 6.23 1.75 52.46 16.43 -0.5 24.21 記録無 40.46 5,08.59
13 諫早農高 4,900 719 632 262 585 705 2,903 685 352 0 449 511 1,997

岩永 和久 12.43 -1.6 5.82 -0.6 9.69 1.65 57.70 17.58 -0.5 27.53 3.00 47.03 5,33.08
14 佐賀陸協 4,850 569 548 467 504 495 2,583 565 416 357 545 384 2,267

菊村 風穂 12.39 -2.1 4.67 +1.9 8.00 1.65 54.26 17.59 +0.1 21.05 2.60 38.74 4,37.64
15 鹿児島大 4,635 576 321 366 504 629 2,396 564 292 264 424 695 2,239

藤井 高晴 12.13 -2.1 6.06 +1.0 9.68 1.60 54.79 18.62 +0.1 34.78 記録無 31.78 5,17.36
16 鹿屋体大 4,576 626 600 466 464 607 2,763 466 559 0 324 464 1,813

荒木 勇太 12.62 -2.1 5.21 +1.2 9.47 1.65 58.33 17.04 +0.1 21.99 2.60 48.39 5,25.45
17 諫早農高 4,568 534 423 454 504 472 2,387 620 310 264 565 422 2,181

松尾 享聖 12.23 -0.5 5.41 +0.2 5.98 1.83 55.33 17.48 -0.3 16.09 記録無 25.27 5,01.08
18 諫早農高 4,118 606 463 248 653 586 2,556 575 200 0 233 554 1,562

長谷川勝哉 11.94 -0.5 記録無 途中棄権

鹿屋体大 663 0
佐脇 慧一 棄権
福岡大

  948

  450

  421

  359

  941

  949

  419

  422

  137

  853

  136

  931

  846

  933

２日目 事由

  134

  554

  344

  133

十種競技　成 績 一 覧 表

順位 ＮＣ 総得点 １日目



七種競技　成 績 一 覧 表
氏　名（学年） 総得点 100mH 風 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 風 やり投 800m

所　　属 得点 得点 得点 得点 得点 得点 得点
高瀬 怜奈 16.01 -0.8 1.48 10.74 26.89 5.08 -0.5 37.52 2,25.19

1 471 熊本工高 4,566 713 599 578 721 2,611 581 620 754 1,955
藤谷明日香 15.50 0.0 1.57 9.08 27.09 5.16 -0.8 27.66 2,25.74

2 22 高稜高 4,433 777 701 469 704 2,651 603 432 747 1,782
前川 萌那 15.23 -0.8 1.40 9.42 27.55 4.69 -0.3 35.12 2,24.27

3 174 筑紫女学園高 4,299 811 512 492 667 2,482 477 574 766 1,817
松浦 久美 15.81 0.0 1.51 8.46 27.65 5.41 -1.2 35.35 2,45.65

4 161 B&Kｱｽﾘｰﾄ 4,220 738 632 429 659 2,458 674 578 510 1,762
薄 美希 15.22 0.0 1.57 8.00 27.88 4.97 -0.2 25.69 2,29.73

5 23 高稜高 4,195 813 701 399 640 2,553 551 395 696 1,642
藤原 朋美 16.66 0.0 1.40 9.59 27.98 4.63 -0.7 33.02 2,33.92

6 11 福大若葉高 3,922 635 512 503 632 2,282 461 534 645 1,640
新山 桃子 17.14 -0.8 1.40 7.80 27.25 4.38 -1.4 31.53 2,29.45

7 704 鹿児島女子高 3,774 581 512 386 691 2,170 398 506 700 1,604
徳田 はな 16.10 -0.8 1.40 6.14 27.22 4.72 -0.6 19.03 2,27.67

8 703 鹿児島女子高 3,666 702 512 280 694 2,188 485 271 722 1,478
久野 瑞季 17.33 0.0 1.30 5.94 29.08 4.77 -0.5 26.51 2,33.16

9 249 佐賀商高 3,347 560 409 267 548 1,784 498 411 654 1,563
米田 史香 17.78 -0.8 1.30 8.85 29.56 4.68 -0.3 28.91 2,46.53

10 310 純心女子高 3,317 511 409 454 513 1,887 474 456 500 1,430
佐藤 杏奈 19.13 -0.8 1.30 6.77 28.18 4.86 -1.1 23.84 2,35.59

11 346 大村高 3,231 378 409 320 617 1,724 522 361 624 1,507
富永 結衣 18.38 -0.8 1.40 6.62 28.38 4.51 -0.7 18.47 2,40.63

12 330 長崎女子高 3,132 450 512 311 601 1,874 431 261 566 1,258
妹川 美咲 19.48 0.0 1.35 6.27 28.98 4.08 -0.8 20.21 2,45.98

13 226 鳥栖商高 2,776 347 460 288 556 1,651 326 293 506 1,125
中野 志保 16.46 0.0 1.48 途中棄権

267 福岡大 1,258 659 599
田中 宏美 15.71 0.0 途中棄権

144 中村学園女子高 750 750

２日目 事由順位 ＮＣ １日目


