
第６７回九州陸上競技選手権大会〈兼第９７回日本陸上競技選手権大会予選〉 期　　　日 ト ラ ッ ク 審 判長 秦　裕二 混 成 審 判 長 堤　紘一

跳 躍 審 判 長 田中　義博 招 集 所 審 判長 舩越　武典
投 て き 審 判 長 下城　重喜 記 録 主 任 中島　益章

会　　　場
日付 種目

荒尾　将吾 10.64 岩本　大志(3) 10.66 岩元　一章 10.67 川路　龍世(5) 10.70 与那原　良貴(2) 10.74 冨田　智(2) 10.78 米須　清陽 10.81 八木　維信 10.88

福岡・九電工 長崎・中央大 長崎・長崎AC 熊本・鹿児島大 沖縄・那覇西高 熊本・法政大 沖縄・SOLA沖縄RC 長崎・慶応義塾大

松村　洋輔(3) 21.96 与那原　良貴(2) 22.02 平田　勝己(3) 22.15 玉城　工(3) 22.27 田中　源貴(1) 22.33 恒吉　和輝(4) 22.60 水久保　慶至(1) 22.63

長崎・中央大 沖縄・那覇西高 宮崎・宮崎工高 沖縄・沖縄大 福岡・九州共立大 沖縄・名桜大 宮崎・宮崎工高

小林  翔人(3) 22.63

大分・杵築高

籾木　勝吾(3) 47.00 上妻　昇太 47.74 久保　昇平(4) 48.60 中島　佑亮　(3) 48.72 松尾　祐輝(2) 49.32 香月　勇人(3) 49.44 西野　航(3) 49.62 松村　洋輔(3) 50.01

宮崎・中京大 佐賀・福岡大 佐賀・福岡大 福岡・直方高 福岡・東福岡高 福岡・広島大 福岡・小倉高 長崎・中央大

渡辺　崇臣(3) 1:53.47 千輪　浩平(1) 1:54.04 松尾　郁哉(2) 1:54.07 村元　俊一(2) 1:55.16 三津家　貴也(2) 1:55.38 橋本　裕太 1:55.97 池田　圭(6) 1:56.26 中村　太樹(3) 1:59.11

福岡・福岡魁誠高 福岡・九州情報大 長崎・長崎大 福岡・筑紫高 熊本・玉名高 大分・別府自衛隊 長崎・長大医学部 鹿児島・鹿児島大

久米　幸輝 3:58.98 宮本　剛志 3:58.98 三橋　真之介(3) 4:00.85 樋口　亨 4:01.30 甲斐　智樹(3) 4:03.98 武谷　和哉(6) 4:04.96 仲村　廣都 4:07.91 渡辺　耕平(3) 4:10.64

佐賀・ひらまつ病院 大分・大分市消防局 福岡・西日本工大 宮崎・西都市陸協 宮崎・宮崎工高 大分・大分大 沖縄・恩納村役場 長崎・西彼杵高

森　賢大 14:27.49 東野　賢治 14:29.60 安藤　慎治 14:30.89 松尾　良一 14:32.18 渡邊　太陽 15:15.57 横山　慶尚 15:16.45 雨海　光毅(3) 15:20.25 近藤　修平(3) 15:20.80

宮崎・旭化成 宮崎・旭化成 佐賀・戸上電機 宮崎・旭化成 佐賀・戸上電機 宮崎・旭化成延岡 長崎・壱岐高 大分・大分東明高

丸山　文裕 30:09.42 米倉　伸一 32:59.52 福元　伸太郎(3) 36:53.96

宮崎・旭化成 宮崎・宮崎市陸協 宮崎・宮崎南高

深川　貴司 14.40 永田　清典 14.45 佐々木　洸(3) 14.55 野元　秀樹 14.62 西方　竜太郎(6) 14.77 菅　周平 14.84 正木　友海(3) 14.95

福岡・小倉SAT 長崎・長崎AC 熊本・明治大 鹿児島・ﾊﾟﾃｯｸｻﾌﾟﾗｲAC 鹿児島・鹿児島大 大分・大分市役所 佐賀・九州共立大

山崎　清史 14.84

長崎・長崎AC

松尾　黛樹 52.95 尾石　幸広(3) 52.98 本田　佑太郎(2) 53.39 吉永　悠(3) 53.67 山本　泰暉(3) 53.83 藤　政貴(3) 53.93 長野　祥雄(1) 55.22 関山　真弥(1) 55.24

福岡・環太平洋大 福岡・西日本工大 宮崎・福岡大 宮崎・福岡大 鹿児島・鹿児島玉龍高 佐賀・伊万里商高 佐賀・福岡大 鹿児島・環太平洋大

難波　祐樹 8:55.66 山領　駿 9:19.29 樋口　亨 9:24.45 重田　一成 9:25.73 高村　享平(1) 9:40.08 成重　諒 9:46.16 下川　貴也(3) 9:48.98 蓑毛　健太(2) 9:58.19

大分・大分東明教 福岡・西鉄 宮崎・西都市陸協 大分・九築工業 福岡・九州国際大 大分・豊後高田市陸 宮崎・延岡工高 宮崎・日南高

大隈　武士 21:11.46 吉永　宗一郎(3) 23:21.35 渡邉　賢司(3) 24:00.15 來　龍平(3) 24:11.66 坂口　亮太(3) 24:34.52 高尾　匠(2) 24:55.08 是石　幹文 25:22.98 酒井　駿(2) 25:43.10

福岡・ＪＲ九州 長崎・佐世保西高 宮崎・宮崎工高 鹿児島・鶴翔高 長崎・佐世保工高 佐賀・鳥栖工高 熊本・熊本陸協 熊本・熊本中央高

川薩清修館高 40.90 西日本工大 41.04 ＳＯＬＡ沖縄ＲＣ 41.41 長崎ＡＣ 41.47 宮崎工高 41.70 九国大付高 41.79 熊本大 41.89 東福岡高 41.98

松井　智(2) 中平　研吾(2) 米須　清陽 溝川　明宏 内村　颯太(1) 脇田　竜之(2) 平部　真彬(3) 後藤　渉(2)

橋元　晃志(3) 若山　裕射(4) 大城　真悟 山崎　清史 平田　勝己(3) 堀田　明孝(3) 高岡　晃(3) 森田　一夫(2)

原永　貴之(2) 尾石　幸広(3) 金城　研 植田　翔吾 水久保　慶至(1) 坂口　広壽(2) 鈴木　祥(5) 松尾　祐輝(2)

本田　望(3) 尾石　利広(2) 譜久里　武 岩元　一章 河野　凌太(1) 小椋　直樹(3) 岩本　大貴(3) 原田　研吾(2)

東福岡高 3:18.35 熊本大 3:19.08 宮崎工高 3:20.07 鹿児島大 3:23.27 玉名工高 3:23.47 長崎南高 3:24.04 志學館大 3:25.19 筑陽学園高 3:25.36

後藤　渉(2) 鈴木　祥(5) 吉田　　翼(3) 冨永　拓臣(2) 前田   悠希(1) 光永　幹弥(2) 井之上　孝平(1) 大橋　弘嵩(1)

原田　研吾(2) 立石　卓也(2) 水久保　慶至(1) 中村　太樹(3) 髙木   隆成(2) 石原　敬斗(2) 牛島　健太(3) 井手　大貴(2)

大田　圭要(3) 高岡　晃(3) 金丸　裕樹(3) 豊　竜誠(1) 坂田銀次郎(2) 古瀬　圭(1) 森　嘉武斗(3) 藤田　樹(1)

松尾　祐輝(2) 岩本　大貴(3) 平田　勝己(3) 麓　大輔(3) 池上   和宏(2) 吉田　健一郎(2) 本田　公一(4) 藤本　智弘(2)

久島　貴大(3) 2m13 瀬戸口　桂(3) 2m10 山中　亮磨(1) 2m05 竜口　慎平(2) 2m05 築城　聡史(1) 2m00 中村　豊治 2m00 高祖　良輔 2m00

大分・鹿児島大 鹿児島・鹿児島南高 鹿児島・鹿屋体育大 福岡・九州共立大 大分・九州共立大 熊本・Delightful水俣 佐賀・佐賀陸協

菅　隆徳(3) 2m00 外間　友喜(3) 2m00

大分・順天堂大 沖縄・那覇西高

原田　尚明 4m90 桃原　傑 4m80 稲福　兼人 4m80 平田　祐樹(3) 4m80 大西　崇司 4m60 田代　基浩 4m60 増永　隆之介 4m60 木實　祥一朗(4) 4m40

宮崎・mac 沖縄・沖縄水産ＯＢ 福岡・福岡大 熊本・熊本中央高 福岡・福岡大クラブ 熊本・松橋支援学校 福岡・福岡大 熊本・熊本大

浜崎　友輔(2) 4m40

鹿児島・鹿児島南高

下野　伸一郎(4) 7m77(+1.1) 西　航司 7m73(+0.9) 山田　真也(2) 7m32(+1.4) 屋良　太章(2) 7m14(+0.7) 中本竜太 7m01(-0.4) 岩本　慎一郎 7m00(-1.0) 内田　涼太 6m99(+1.3) 三上　良英(2) 6m98(+1.3)

鹿児島・福岡大 長崎・長崎市陸協 鹿児島・国際武道大 沖縄・名桜大 佐賀・佐賀陸協 熊本・肥後銀行 福岡・福岡大 福岡・筑紫高

岡部　優真 16m20(+1.4) 中本竜太 15m36(+1.4) 児島　有信(3) 15m24(+0.7) 黒木　雄太朗(3) 14m97(+1.2) 拂川　寿美 14m91(+0.5) 前田　晋吾 14m57(+0.1) 伊藤　恵太 14m27(+1.6) 高嶺　竜一(4) 14m13(-0.9)

福岡・福岡大 GR 佐賀・佐賀陸協 福岡・城南高 宮崎・九州共立大 大分・大分ＡＣ 福岡・福岡大 大分・岡山商科大 沖縄・名桜大

谷口　俊輔(4) 13m92 藏座　元気(3) 13m55 重田　流星(3) 11m60 柴田　京介(1) 11m56 帆足　侑介(2) 10m90 槐島　健太(3) 9m94 松岡　優雅(2) 9m84 古宮　孝明 8m59

福岡・関西大 福岡・九州情報大 鹿児島・鹿屋工高 福岡・九州共立大 熊本・熊本大 鹿児島・福山高 宮崎・日向高 大分・大分高専

中西　大 47m12 市来　優馬 46m94 濱田　正信(5) 43m97 田中　大地(3) 42m07 宇良　宗松(1) 42m04 大林　慎吾(4) 39m62 佐藤　翔太郎(2) 38m70 東大雅(1) 36m27

福岡・大阪体育大 鹿児島・鹿児島徳州会 長崎・鹿児島大 鹿児島・九州共立大 沖縄・名桜大 福岡・九州情報大 大分・鹿屋体育大 福岡・九州情報大

倉田　直人(2) 62m11 浅野　和正 59m14 欅田　祥太(4) 56m55 野平　真之介(3) 55m21 富山　樹(1) 51m81 山内　哲郎 48m96 山内　築(1) 48m08 豎道一太朗(1) 46m60

福岡・九州共立大 熊本・熊本陸協 大分・鹿屋体育大 熊本・九州共立大 宮崎・徳山大 長崎・駒場TFC 大分・九州共立大 福岡・九州情報大

田中　翔 67m92 本山　清喬 66m84 恵良　友也(1) 66m22 中　祐斗(4) 65m88 末永　裕輝(3) 63m23 岩本　浩幸(2) 62m27 笠野　眞樹(2) 61m88 清水　恵大(1) 60m27

福岡・大阪体育大 福岡・鹿屋体育大 福岡・日体大 福岡・九州共立大 佐賀・福岡大 大分・鹿屋体育大 鹿児島・九州共立大 佐賀・九州共立大

澤田　右京(4) 6371点 田中　賢慎 5644点 岩﨑　史晃 5437点 岩切　晋作 5387点 上村　匠(3) 5126点 山口　司貴(3) 4620点 相田　英祐(3) 4316点

福岡・東洋大 福岡・福岡大 福岡・福岡大 福岡・福岡大 鹿児島・福岡大 佐賀・敬徳高 福岡・西南学院高

8月18日
男子100m
風：+0.8

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

8月18日 男子800m

8月19日 男子1500m

8月19日
男子200m
風：-0.7

8月17日 男子400m

8月19日
男子110mH

風：-0.5

8月18日 男子400mH

8月18日 男子5000m

8月17日 男子10000m

8月19日 男子4X400mR

8月19日 男子走高跳

8月17日 男子3000mSC

8月17日 男子5000mW

8月18日 男子4X100mR

8月17日 男子走幅跳

8月18日 男子三段跳

8月19日 男子棒高跳

12.27(+0.1)-5m10(0.0)-9m31-1m45-55.99

17.61(+0.3)-27m02-NM-40m52-5:03.26

8月17日
～18日

8月19日

8月19日

8月17日

8月18日 男子円盤投

11.60(-0.4)-6m66(0.0)-9m26-1m86-53.30

15.77(0.0)-29m54-3m80-53m44-4:36.87

男子十種競技

男子ハンマー投

男子やり投

男子砲丸投

12.22(-0.4)-6m42(0.0)-9m36-1m86-54.98

16.55(+0.3)-28m21-NM-48m48-5:20.87

12.16(+0.1)-5m81(0.0)-8m77-1m60-56.21

17.45(+0.3)-21m32-NM-50m18-4:59.71

11.57(+0.1)-6m49(0.0)-9m93-1m75-55.90

16.27(0.0)-25m54-3m50-49m96-5:23.64

12.52(-0.4)-5m59(0.0)-9m13-1m70-56.33

18.22(+0.3)-32m26-3m70-52m85-4:39.64

11.87(-0.4)-5m95(0.0)-8m10-1m70-53.22

18.07(0.0)-22m65-3m90-40m54-4:42.17

平成２４年８月１７日（金）

８月１８日（土）

最優秀選手 岡部　優真（福岡・福岡大）　種目：三段跳　記録：16m20(+1.4)
８月１９日（日）

大分スポーツ公園大分銀行ドーム



第６７回九州陸上競技選手権大会〈兼第９７回日本陸上競技選手権大会予選〉 期　　　日 ト ラ ッ ク 審 判長 秦　裕二 混 成 審 判 長 堤　紘一

跳 躍 審 判 長 田中　義博 招 集 所 審 判長 舩越　武典
投 て き 審 判 長 下城　重喜 記 録 主 任 中島　益章

会　　　場
日付 種目

島田　沙絵(3) 11.92 松田　優美(3) 11.94 津波　茜(3) 12.07 大上　紗弥花 12.19 川畑　桃子(1) 12.26 土岐　遥菜(3) 12.31 大漉　真衣(2) 12.34 三代　友紀(1) 12.42

長崎・長崎南高 宮崎・宮崎商高 沖縄・福岡大 福岡・福岡大 鹿児島・福岡大 大分・大分西高 鹿児島・川薩清修館高 大分・福岡大

松田　優美(3) 24.95 大上　紗弥花 25.30 津波　茜(3) 25.38 大漉　真衣(2) 25.69 八木　優貴乃(3) 25.91 川畑　桃子(1) 25.98 軸丸　望梨(2) 26.14

宮崎・宮崎商高 福岡・福岡大 沖縄・福岡大 鹿児島・川薩清修館高 鹿児島・鹿児島女子高 鹿児島・福岡大 鹿児島・鹿児島大

杉山　真奈穂 56.19 北村　悠衣(1) 56.34 関　愛里咲(2) 56.91 栗田　明依(2) 57.35 井上　瑠香 57.45 堀田　璃紗(3) 57.72 徳永　結奈(2) 58.03 古賀　早貴(2) 58.32

福岡・福岡大 佐賀・福岡大 長崎・福岡大 福岡・近大福岡高 福岡・福岡大 福岡・筑紫女学園高 佐賀・佐賀北高 福岡・筑紫女学園高

堤　裕希乃(1) 2:12.07 白石　万由子(2) 2:13.62 清水　真帆(2) 2:13.82 平山　萌(3) 2:15.09 宮田　彩希(1) 2:16.59 德永　瞳(1) 2:17.43 濱野未希(1) 2:19.76 諸岡　　咲子(3) 2:21.82

長崎・佐世保西高 長崎・長崎南高 福岡・筑紫女学園高 福岡・徳山大 長崎・長崎南高 長崎・佐世保西高 福岡・福岡教育大 佐賀・佐賀清和高

池満　綾乃 4:29.64 青木　優子 4:31.90 蓮池　杏奈 4:32.53 曽我部　真実 4:34.03 髙田　鮎実 4:41.64 大塚　円佳(3) 4:43.19 鬼塚　彩花(1) 4:44.59 漆島　菜央(2) 4:46.89

鹿児島・鹿児島銀行 大分・キヤノンＡＣ 熊本・肥後銀行 大分・キヤノンＡＣ 大分・キヤノンＡＣ 熊本・熊本信愛高 宮崎・宮﨑日大高 熊本・熊本信愛高

城戸　智恵子 16:30.45 工藤　しずか 16:32.85 竹村　理沙 16:39.40 矢野　由佳 16:42.03 林田　玲奈(2) 16:50.76 岩村　聖華 16:54.95 髙田　鮎実 17:36.82 川嶋　利佳 18:02.88

大分・キヤノンＡＣ 熊本・肥後銀行 福岡・九電工 大分・キヤノンＡＣ 宮崎・宮﨑日大高 熊本・肥後銀行 大分・キヤノンＡＣ 大分・キヤノンＡＣ

矢野　由佳 35:13.11 川嶋　利佳 36:31.29

大分・キヤノンＡＣ 大分・キヤノンＡＣ

柴　梨沙 13.72 坂本　美優 14.21 窪山　菜月(3) 14.27 塩塚　あかね 14.35 橋口　美咲(4) 14.41 河野　あづさ 14.54 梅田　彩加(1) 14.59 江﨑　望(3) 14.90

福岡・SMS-AC 福岡・中村学園女高 福岡・小郡高 熊本・セルモ 熊本・九州共立大 宮崎・mac 福岡・九州共立大 福岡・筑紫女学園高

澤田　実希 59.80 杉山　真奈穂 1:00.02 堀田　璃紗(3) 1:01.28 池田　智美(1) 1:02.55 徳田はな(1) 1:03.28 熊谷　夏巳(1) 1:03.41 山口　ゆしか(3) 1:03.53 梅本　里菜 1:04.11

福岡・JRJ 福岡・福岡大 福岡・筑紫女学園高 福岡・九州共立大 鹿児島・新潟医福大 宮崎・福岡大 長崎・純心女子高 宮崎・青山学院大

中島　友(3) 25:41.21 髙木　百花(3) 26:59.77 徳重　想野佳(2) 27:52.56 古賀　朝美(3) 27:57.34 上田　朱華(3) 28:28.15 岡山　姫夏(3) 28:35.63 江口　南美(2) 29:47.74 河野  文乃(1) 31:03.36

福岡・宗像高 宮崎・日南学園高 福岡・宗像高 福岡・誠修高 熊本・熊本中央高 宮崎・日南学園高 佐賀・佐賀商高 大分・杵築高

中村学園女高 47.33 佐賀北高 47.51 川薩清修館高 48.03 九州学院高 48.06 甲南高 48.23 熊本大 48.27 宮崎商高 48.94

大浦　有利絵 諸富　有佳倫(1) 溝上　亜梨紗(1) 沢田　玲香(1) 大瀬　百恵(2) 中尾　有沙(6) 竹島　香菜(1)

坂本　美優 山本　果苗(1) 本村　優華(2) 福嶋　美幸(1) 丸山　知夏(2) 開　かおり(3) 木下　真希(1)

重永　乃理子 原　菜月(1) 大漉　真衣(2) 村本　美桜(2) 内之倉　由美(1) 阪本　侑加(1) 窪谷　茉夕(2)

加藤　鈴菜 久保山　晴菜(1) 千年原　美波(3) 田中　芹奈(1) 馬場　祐莉有(2) 礒部　美里(3) 藤原　みのり(2)

筑紫女学園高 48.27

松田　莉奈(2)

古賀　早貴(2)

中村　文音(2)

上野　希(1)

大分西高 3:50.66 誠修高 3:55.39 長崎南高 3:55.79 熊本大 3:56.30 近大福岡高 3:58.17 八幡南高 3:59.41 九州学院高 4:02.80

田部　美奈(3) 長谷川　加奈(1) 野田　理都(1) 開　かおり(3) 篠崎　由佳(2) 河村　萌 田中　芹奈(1)

土岐　遥菜(3) 池田　衣里(2) 山﨑　有紀(2) 礒部　美里(3) 栗田　明依(2) 山本　菜月 村本　美桜(2)

藤丸　佳央里(2) 前田　明峰(2) 宮田　彩希(1) 丸山　萌(2) 野見山　咲希(2) 髙田　美沙子 平田　真悠(2)

十時　千歌(3) 島田　美舞(3) 白石　万由子(2) 堤　詩織(6) 地福　弥代音(2) 西村　栞奈 福嶋　美幸(1)

堂之下　藍(3) 1m70 後間　秋穂(2) 1m65 八塚　彩(3) 1m60 馬場　美幸(2) 1m60 馬場　美里(2) 1m55

鹿児島・愛知教育大 沖縄・普天間高 福岡・福岡中央高 長崎・大村高 佐賀・伊万里商高

平山　遥 1m60 吉田　　加代 1m55

福岡・福岡大 鹿児島・京セラ鹿児島

浦　かおり 1m60

福岡・福岡大クラブ

倉富　春奈(3) 3m00 塚本　麻衣(3) 2m80 津地　恵美(2) 2m60 坂口　瑛美(3) 2m60 松尾　彩音(3) 2m40 西橋　明日香(2) 2m40 阪元　文佳(1) 2m40

福岡・戸畑高 長崎・国見中 熊本・熊本中央高 鹿児島・鹿児島女子高 長崎・国見中 熊本・西合志中 宮崎・宮崎第一高

上野　倫子(2) 2m40

熊本・菊池高

末永　成美(3) 5m76(-0.7) 中川　秋奈(1) 5m58(+0.4) 鬼塚　はるな(2) 5m53(+0.8) 中尾　有沙(6) 5m52(-0.8) 内之倉　由美(1) 5m46(-0.5) 末廣　真子(1) 5m40(-0.5) 佐藤　杏奈(3) 5m34(0.0) 岸　かなえ(3) 5m31(-1.0)

鹿児島・鹿児島女子高 福岡・九州共立大 長崎・長崎大 熊本・熊本大 鹿児島・甲南高 福岡・城南高 長崎・大村高 福岡・福岡第一高

桝見　咲智子 13m34(-0.6) 中尾　有沙(6) 12m02(-1.2) 宮地　杏美 11m84(-0.8) 吉田　　加代 11m70(0.0) 秋好　紀香(3) 11m63(-0.3) 藤澤　澄香(3) 11m55(-0.3) 那須　裕美子 11m55(+0.3) 中川　秋奈(1) 11m52(+0.7)

福岡・九電工 GR 熊本・熊本大 宮崎・mac 鹿児島・京セラ鹿児島 沖縄・名桜大 熊本・熊本大 宮崎・mac 福岡・九州共立大

境　実穂(3) 13m58 伊知地　千奈(1) 13m15 知念　莉子 12m78 本山　さゆり(1) 12m35 北里　優季(2) 12m19 池田　ちはる 12m16 大森　かりん 12m08 伊藤　早 11m39

福岡・鹿屋体育大 宮崎・宮崎学園高 沖縄・筑波大 福岡・鹿屋体育大 福岡・九州情報大 福岡・福岡大 福岡・福岡大 福岡・福岡大

知念　莉子 45m71 林田　真那美 45m35 佐藤　菜央美(4) 44m02 平　真帆(2) 42m54 吹田　茉奈美(4) 41m59 西別府　千愛 41m18 大平　笑子(3) 40m01 濵田　麻里 39m09

沖縄・筑波大 長崎・南島原ＴＡＣ 大分・早稲田大 長崎・九州共立大 福岡・九州共立大 鹿児島・鹿児島陸協 福岡・近大福岡高 熊本・松橋高教

知念　春乃(4) 57m45 箱嶋　佳那子(4) 50m81 大城　李子(2) 49m92 福嶋　恵里子(3) 49m92 本村　夏鈴(2) 49m01 大平　裕子(3) 48m10 山本　匠子(3) 43m92 池田　綾乃 43m84

沖縄・九州共立大 GR 福岡・九州情報大 鹿児島・鹿屋体育大 大分・鹿屋体育大 沖縄・那覇西高 福岡・近大福岡高 大分・大分雄城台高 福岡・九州共立大ク

川述　優(3) 53m12 松本　百子 49m26 當間　汐織(2) 46m69 谷風　夏美 45m14 森　智佳子(3) 43m62 上村　彩子 43m35 前野　舞(2) 42m74 勝野　　有稀(1) 42m46

大分・順天堂大 GR 長崎・南島原ＴＡＣ 沖縄・久米島高 福岡・SMS-AC 長崎・島原商高 福岡・SMS-AC 宮崎・宮崎工高 佐賀・佐賀清和高

高瀬　怜奈(2) 5039点 上田　栞菜(3) 4540点 重信　玲奈(3) 4360点 中野　志保(4) 4212点 薄　美希(2) 4160点 松浦　久美 3932点 岩山　朋加(3) 3849点 富永　結衣(3) 3784点

熊本・熊本大 GR 大分・佐伯鶴城高 鹿児島・鹿児島高 佐賀・福岡大 福岡・九州共立大 福岡・Ｂ＆Ｋ．ＡＣ 熊本・八代東高 長崎・長崎女子高

凡例  GR:大会記録 NM:記録なし *JO:ジャンプオフによる順位決定

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

平成２４年８月１７日（金）

８月１８日（土）
８月１９日（日）

大分スポーツ公園大分銀行ドーム

8月17日 女子やり投

15.39(-0.5)-1m54-10m80-26.80(+0.6)

5m45(0.0)-45m56-2:20.93

8月18日
～19日

女子七種競技
16.42(+1.0)-1m48-7m36-27.52(+0.6)

4m95(-0.4)-24m73-2:34.59

15.98(+1.0)-1m63-8m76-26.35(-0.2)

5m09(0.0)-29m30-2:22.53

14.97(+1.0)-1m57-8m09-26.72(-0.2)

5m10(0.0)-25m96-2:30.54

15.59(+0.7)-1m45-9m72-27.70(-0.1)

5m02(+1.6)-33m17-2:36.59

8月19日
女子200m
風：-2.1

8月18日
女子100m
風：+1.2

16.67(+0.7)-1m40-8m24-27.95(-0.1)

4m87(0.0)-28m68-2:36.63

15.44(+1.0)-1m48-8m70-27.89(-0.2)

4m82(-0.5)-31m08-2:30.69

16.46(+0.7)-1m45-8m59-28.74(-0.1)

5m23(+0.1)-35m66-2:47.67

8月19日 女子1500m

8月18日 女子800m

8月17日 女子400m

8月17日 女子10000m

8月19日
女子100mH

風：-0.6

8月18日 女子5000m

8月18日 女子4X100mR

8月19日 女子4X400mR

8月18日 女子400mH

8月17日 女子5000mW

8月18日 女子棒高跳

8月19日 女子走幅跳

8月19日 女子走高跳

最優秀選手 枡見　咲智子（福岡：九電工）　種目：三段跳　記録：13m34(-0.6)

8月18日 女子円盤投

8月19日 女子ハンマー投

8月18日 女子三段跳

8月19日 女子砲丸投



第６７回九州陸上競技選手権大会〈兼第９７回日本陸上競技選手権大会予選〉 期　　　日 ト ラ ッ ク 審 判長 秦　裕二 混 成 審 判 長 堤　紘一

跳 躍 審 判 長 田中　義博 招 集 所 審 判長 舩越　武典
投 て き 審 判 長 下城　重喜 記 録 主 任 中島　益章

会　　　場
日付 種目

松堂　太一(3) 10.75 大住　京平(3) 10.84 平田　勝己(3) 10.87 川畑　慎吾(2) 10.94 原永　貴之(2) 10.99 金城　祥冴(2) 11.01 水久保　慶至(1) 11.02 比嘉　優人(3) 11.04

沖縄・中部商高 熊本・鹿本高 宮崎・宮崎工高 鹿児島・鹿児島南高 鹿児島・川薩清修館高 沖縄・那覇西高 宮崎・宮崎工高 沖縄・那覇西高

籾木　慎之介(3) 49.57 堀田　啓介(2) 50.44 吉田　　翼(3) 50.59 野上　喜一郎(3) 50.62 中村　公亮(2) 51.63 後藤　裕貴(1) 52.44 光永　幹弥(2) 52.52

宮崎・宮崎工高 福岡・明善高 宮崎・宮崎工高 長崎・長崎南高 佐賀・有田工高 熊本・鹿本高 長崎・長崎南高

ギタウ ミッチェル(1) 14:09.74 小辻　貴史(1) 15:08.87 松村　脩平(2) 15:12.87 恋塚　斗貴(3) 15:19.96 松山　航平(3) 15:22.17 古川　大晃(2) 15:27.21 植田   優樹(2) 15:27.76 下川　貴也(3) 15:28.51

福岡・福岡第一高 長崎・松浦高 長崎・松浦高 長崎・松浦高 鹿児島・出水中央高 熊本・八代高 熊本・玉名工高 宮崎・延岡工高

畑中　志洋(2) 2m00 松尾　亨聖(3) 2m00 佐々木　慎吾(2) 1m97 早崎　智徳(1) 1m94 荒金　史晃(3) 1m91 黒木　水木(2) 1m80 井手　弘大(1) 1m80 山下　遼(2) 1m75

鹿児島・鹿児島商高 長崎・諫早農高 熊本・八代高 長崎・西海学園高 大分・佐伯豊南高 宮崎・宮崎北高 長崎・口加高 熊本・秀岳館高

中原　帯誠(3) 6m85(+1.4) 佐藤　駿(3) 6m83(+2.0) 坂田銀次郎(2) 6m76(+1.5) 藤内 誠也(2) 6m75(0.0) 島袋　大和(1) 6m63(+0.5) 石原　敬斗(2) 6m62(+0.7) 松田　敬佑(1) 6m54(-0.7) 千々岩　大輔 6m48(0.0)

宮崎・宮崎工高 大分・佐伯鶴城高 熊本・玉名工高 福岡・福岡第一高 沖縄・中部商高 長崎・長崎南高 鹿児島・鹿児島高 熊本・ＪＮＣ

申田  真也(3) 15m51 北尾　友靖(2) 15m06 宮本　聖也(2) 14m29 岩切　大志(3) 14m11 吉川　巧哉(2) 13m78 中川　真也(2) 13m61 中島　諒(3) 13m56 飛松　功(1) 13m29

宮崎・宮崎工高 長崎・口加高 佐賀・唐津青翔高 宮崎・宮崎工高 熊本・八代高 大分・大分雄城台高 長崎・口加高 福岡・九産大九産高

阿比留　大地(3) 44m69 松本　裕太郎(3) 44m65 上池　翔馬(3) 43m01 山中　啓輔(3) 42m37 桑代　啓太(2) 40m82 川瀬  光志郎(3) 40m50 吉野　健太朗(2) 39m30 平　将大(3) 39m04

長崎・口加高 熊本・松橋高 宮崎・宮崎工高 長崎・川棚高 鹿児島・国分中央高 宮崎・宮崎工高 宮崎・宮崎工高 長崎・口加高

赤木　治憲(2) 57m31 蒔元　墾也(2) 57m14 佐々木　翔太(3) 57m11 神田　翔大(2) 54m22 入江　真司(3) 53m53 仲本　拓真 52m92 杉島　祐太(3) 52m51 園田　歩(2) 52m34

宮崎・宮崎大宮高 宮崎・宮崎工高 福岡・自由ケ丘高 鹿児島・鹿児島商高 鹿児島・鹿児島情報高 沖縄・JASPO 熊本・翔陽高 熊本・熊本西高

5位 6位

平成２４年８月１７日（金）

８月１８日（土）
８月１９日（日）

大分スポーツ公園大分銀行ドーム
7位 8位

8月18日
ｼﾞｭﾆｱ男子100m

風：+1.3

8月17日 ｼﾞｭﾆｱ男子400m

1位 2位 3位 4位

8月18日 ｼﾞｭﾆｱ男子5000m

8月18日
ｼﾞｭﾆｱ男子走高

跳

8月17日
ｼﾞｭﾆｱ男子走幅

跳

8月18日
ｼﾞｭﾆｱ男子砲丸

投(6.000kg)

8月17日
ｼﾞｭﾆｱ男子円盤

投(1.750kg)

8月19日 ｼﾞｭﾆｱ男子やり投
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投 て き 審 判 長 下城　重喜 記 録 主 任 中島　益章

会　　　場
日付 種目

緒賀　悠(2) 25.48 本村　優華(2) 25.59 山口　美里(2) 25.62 重永　乃理子 25.79 上野　希(1) 25.92 村上　香菜子(2) 25.98 都甲　留楓(1) 26.14 山﨑　有紀(2) 26.17

大分・大分舞鶴高 鹿児島・川薩清修館高 鹿児島・鹿児島女子高 福岡・中村学園女高 福岡・筑紫女学園高 宮崎・宮崎北高 大分・大分西高 長崎・長崎南高

西田　留衣(3) 9:51.49 堤　万悠子 9:52.63 大塚　円佳(3) 9:53.65 馬渡　遥(2) 9:54.16 門柳　葉月(3) 9:54.36 福田　めぐみ 9:54.91 勝木　順子(2) 9:55.26 坂元　えり 9:58.74

福岡・大牟田高 熊本・肥後銀行 熊本・熊本信愛高 福岡・大牟田高 大分・大分西高 熊本・肥後銀行 熊本・熊本信愛高 熊本・肥後銀行

大村　美香(2) 14.86 吉武　志織 14.87 沢田　玲香(1) 15.22 松田　莉奈(2) 15.56 大塚　樹里(1) 15.74 福岡　桜(1) 15.87 榎並　愛(1) 16.01 稲富　早紀(2) 16.14

鹿児島・鹿児島南高 福岡・中村学園女高 熊本・九州学院高 福岡・筑紫女学園高 福岡・近大福岡高 佐賀・佐賀北高 長崎・大村高 福岡・自由ケ丘高

首藤　茉優(1) 1m58 古川　彩香(3) 1m56 鐵丸　美由紀(1) 1m55 髙　奈津美(1) 1m55 瀬尾　礼未(1) 1m50

大分・大分舞鶴高 *JO 熊本・九州学院高 *JO 鹿児島・鹿児島女子高 *JO 熊本・開新高 宮崎・宮崎南高

榮　鈴菜(2) 1m50

長崎・口加高

橋本　愛佳(1) 1m50

熊本・熊本商高

古賀　沙也加(3) 1m50

佐賀・佐賀商高

森　万利与(3) 11m72 甲斐　澪奈(3) 11m47 小塚　美咲(2) 11m42 宇野　美里(3) 11m31 鈴木　美紗 10m92 山本　朋果(3) 10m91 井東　美和(2) 10m83 吉野　光流空(2) 10m68

熊本・熊本西高 宮崎・宮崎工高 熊本・熊本西高 長崎・口加高 福岡・中村学園女高 佐賀・佐賀商高 福岡・戸畑高 宮崎・宮崎工高

宇野　美里(3) 38m12 谷口　いづみ(3) 35m49 佐藤　春花(1) 34m79 當村　春郁(2) 34m78 鈴木　美紗 34m77 井東　美和(2) 33m59 長友　成美(3) 32m65 宮崎　由里菜(2) 30m88

長崎・口加高 鹿児島・大口明光学高 大分・大分雄城台高 福岡・福大若葉高 福岡・中村学園女高 福岡・戸畑高 宮崎・宮崎工高 福岡・自由ケ丘高

凡例  GR:大会記録 NM:記録なし *JO:ジャンプオフによる順位決定

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

8月17日
ｼﾞｭﾆｱ女子走高

跳

8月18日
ｼﾞｭﾆｱ女子砲丸

投

8月19日
ｼﾞｭﾆｱ女子200m

風：-1.0

8月17日 ｼﾞｭﾆｱ女子3000m

8月17日
ｼﾞｭﾆｱ女子円盤

投

平成２４年８月１７日（金）

８月１８日（土）
８月１９日（日）

大分スポーツ公園大分銀行ドーム

8月17日
ｼﾞｭﾆｱ女子

100mH
風：-0.1


