
第35回 福岡県高等学校男子新人駅伝競走北部ブロック大会
●コ ー ス／北九州市本城公園駅伝コース（５区間２４.０ｋｍ）
●主　　催／福岡県高等学校体育連盟・福岡県教育委員会。(一財)福岡陸上競技協会
●後　　援／北九州市・北九州市教育委員会

●主　　管／福岡県高等学校体育連盟陸上競技北部ブロック専門部 *** 駅伝ﾃﾞｰﾀ処理 Ver.11.0 ***

区  間(距離)  
順 　 　  

区間賞 西川　千青② 長谷田英義② 伊藤　幹太② 澤山　舜矢② 福田　大陽②  
(九州国際大付) (希望が丘) (九州国際大付) (希望が丘) (希望が丘) 記　　録

位 チーム名     18分29秒     12分17秒      5分59秒     25分44秒     12分16秒  
　 　  

[3] 鮎川　康平② 長谷田英義② 小笹　龍雅② 澤山　舜矢② 福田　大陽②

1 希 望 が 丘 (2) 0:18:48 (2)  0:31:05 (2)  0:37:07 (1)  1:02:51 (1)  1:15:07 1時間15分07秒
(2) 18:48 (1) 12:17 (2)  6:02 (1) 25:44 (1) 12:16

[2] 西川　千青② 阪東　巧翔① 伊藤　幹太② 西中　志暢① 小林　純平②

2 九 州 国 際 大 付 (1) 0:18:29 (1)  0:31:03 (1)  0:37:02 (2)  1:03:27 (2)  1:15:56 1時間15分56秒
(1) 18:29 (2) 12:34 (1)  5:59 (4) 26:25 (2) 12:29

[1] 阿部　　塁① 本河里玖斗① 河津　尚希① 中藪　太智① 澤中　響生①

3 自 由 ケ 丘 (4) 0:19:31 (3)  0:32:11 (3)  0:38:24 (3)  1:04:25 (3)  1:17:31 1時間17分31秒
(4) 19:31 (3) 12:40 (3)  6:13 (2) 26:01 (4) 13:06

[5] 清水　　宙① 松本　玲和① 田中　章博② 白石　滉己② 丸岡　優希①

4 折 尾 愛 真 (5) 0:19:43 (5)  0:32:34 (4)  0:38:58 (5)  1:05:54 (4)  1:18:36 1時間18分36秒
(5) 19:43 (5) 12:51 (7)  6:24 (7) 26:56 (3) 12:42

[4] 猿渡　優翔② 三好　智久① 山根　颯馬① 山口　颯大② 鈴木　彪麻①

5 戸 畑 (7) 0:19:54 (6)  0:33:21 (7)  0:39:49 (6)  1:06:48 (6)  1:20:34 1時間20分34秒
(7) 19:54 (8) 13:27 (8)  6:28 (9) 26:59 (7) 13:46

[9] 吉良　颯馬② 山内　爽也② 山下　陽平① 髙橋　　歩① 眞倉　悠斗①

6 青 豊 (10) 0:20:24 (7)  0:33:31 (6)  0:39:47 (7)  1:07:23 (7)  1:20:53 1時間20分53秒
(10) 20:24 (6) 13:07 (4)  6:16 (12) 27:36 (6) 13:30

[7] 小方　　空① 森谷　　颯① 織田　直希① 杉本　貴哉② 阿部　裕太①

7 小 倉 南 (11) 0:20:50 (9)  0:33:58 (9)  0:40:29 (8)  1:07:28 (8)  1:21:22 1時間21分22秒
(11) 20:50 (7) 13:08 (9)  6:31 (9) 26:59 (8) 13:54

[6] 中村　陸人① 伊達　健人② 松屋　葵大② 田中　宏汰① 南　　怜汰②

8 小 倉 工 (14) 0:21:14 (12)  0:34:46 (10)  0:41:05 (9)  1:07:30 (9)  1:21:35 1時間21分35秒
(14) 21:14 (9) 13:32 (5)  6:19 (4) 26:25 (10) 14:05

[8] 中村　拓巳① 喰田　一羽② 岩水　　極② 御厨　歩夢② 中村　彗汰①

9 高 稜 (9) 0:20:04 (10)  0:34:08 (12)  0:41:10 (11)  1:08:49 (11)  1:22:51 1時間22分51秒
(9) 20:04 (12) 14:04 (14)  7:02 (13) 27:39 (9) 14:02

[12] 岡部　叶夢② 塚本　颯大② 一木　奏太① 山田　雄斗② 平川　章斗①

10 八 幡 (8) 0:19:57 (8)  0:33:32 (8)  0:39:51 (13)  1:09:55 (12)  1:24:15 1時間24分15秒
(8) 19:57 (10) 13:35 (5)  6:19 (17) 30:04 (11) 14:20

[10] 引地　陸斗① 宮内　優斗① 澤井　　翔② 馬越　雄大① 安達　晴海②

11 門 司 学 園 (12) 0:20:57 (14)  0:35:43 (14)  0:42:17 (12)  1:09:15 (13)  1:24:50 1時間24分50秒
(12) 20:57 (15) 14:46 (10)  6:34 (8) 26:58 (16) 15:35

[13] 入江　勇斗② 藤田　愛未① 齋藤　博紀① 末森　友陽① 今林　克騎②

12 常 磐 (17) 0:22:54 (17)  0:37:33 (16)  0:44:38 (16)  1:13:25 (16)  1:28:19 1時間28分19秒
(17) 22:54 (14) 14:39 (15)  7:05 (15) 28:47 (15) 14:54

[14] 原　　大夢② 小田竜ノ介① 梅田　大輝② 原　　琢真② 岡崎　　陽①

13 北 九 州 高 専 (18) 0:23:02 (18)  0:39:14 (18)  0:46:35 (17)  1:13:26 (17)  1:29:12 1時間29分12秒
(18) 23:02 (18) 16:12 (17)  7:21 (6) 26:51 (17) 15:46

[11] 石田　大貴② 待鳥　晃大② 遠藤　弘貴① 扇谷駿之介② 途中棄権

- 北 筑 (16) 0:22:44 (16)  0:37:31 (17)  0:44:57 (18)  1:15:24 (18) #NUM! 記録なし
(16) 22:44 (16) 14:47 (18)  7:26 (18) 30:27 (18) 44:36

[21] 福吉　玲音② 秋本　恭佑② 中村　優真① 林田　朋揮② 西本　光汰①

OP 希 望 が 丘 B (6) 0:19:43 (4)  0:32:33 (5)  0:39:11 (4)  1:05:30 (5)  1:18:47 1時間18分47秒
(6) 19:43 (4) 12:50 (12)  6:38 (3) 26:19 (5) 13:17

[24] 照山　　潤① 見田　悠都① 谷口　奏太② 岩田　和大① 尾郷　　充①

OP 小 倉 ・ 戸 畑 (3) 0:19:25 (11)  0:34:31 (11)  0:41:08 (10)  1:08:11 (10)  1:22:44 1時間22分44秒
(3) 19:25 (17) 15:06 (11)  6:37 (11) 27:03 (12) 14:33

[23] 西中　楓馬① 沼野恭太郎② 田邊兼太郎② 淺倉　　陸① 堀　　晃祐①

OP 青 豊 B (13) 0:21:06 (13)  0:35:01 (13)  0:41:55 (14)  1:10:41 (14)  1:25:17 1時間25分17秒
(13) 21:06 (11) 13:55 (13)  6:54 (14) 28:46 (13) 14:36

[22] 上田　隼士① 池口　夏樹① 福澤　拓実① 長末　大空② 土谷　一翔①

OP 小 倉 工 B (15) 0:21:25 (15)  0:36:02 (15)  0:43:21 (15)  1:13:13 (15)  1:27:58 1時間27分58秒
(15) 21:25 (13) 14:37 (16)  7:19 (16) 29:52 (14) 14:45

18分07秒 11分59秒 5分45秒 23分50秒 11分57秒 【大会記録】
過去最高記録 松並　昂勢 大石　拓巳 緒方　春斗 土井　大輔 徳永　弘希 1時間12分07秒

(自由ケ丘) (九州国際大付) (自由ケ丘) (九州国際大付) (自由ケ丘) (九州国際大付)
第34回 第29回 第33回 第29回 第33回 第29回

第1区(6.0km) 第2区(4.0km) 第3区(2.0km) 第4区(8.0km) 第5区(4.0km)



第30回 福岡県高等学校新人女子駅伝競走北部ブロック大会
●コ ー ス／北九州市本城公園駅伝コース（４区間１０.０ｋｍ）
●主　　催／福岡県高等学校体育連盟・福岡県教育委員会。(一財)福岡陸上競技協会
●後　　援／北九州市・北九州市教育委員会

●主　　管／福岡県高等学校体育連盟陸上競技北部ブロック専門部 *** 駅伝ﾃﾞｰﾀ処理 Ver.11.0 ***

区  間(距離)  
順 　  

区間賞 柳井　綾音① 中山田彩佳① 植野菜々美② 宮﨑　有沙②  
(北九州市立) (九州国際大付) (九州国際大付) (北九州市立) 記　　録

位 チーム名     13分17秒      6分29秒      6分37秒      6分53秒  
　  

[3] 川上　望華② 中山田彩佳① 植野菜々美② 蔵本　百葉①
1 九 州 国 際 大 付 (2) 0:13:23 (1)  0:19:52 (1)  0:26:29 (1)  0:33:36 33分36秒

(2) 13:23 (1)  6:29 (1)  6:37 (2)  7:07
[2] 柳井　綾音① 竹内　瑞月① 廣瀬　琴理② 宮﨑　有沙②

2 北 九 州 市 立 (1) 0:13:17 (2)  0:20:05 (2)  0:26:51 (2)  0:33:44 33分44秒
(1) 13:17 (4)  6:48 (2)  6:46 (1)  6:53

[1] 沖田　美優① 山田　春佳① 興梠　初奈② 寺内　海星①
3 自 由 ケ 丘 (5) 0:14:22 (4)  0:21:00 (4)  0:27:55 (4)  0:35:09 35分09秒

(5) 14:22 (2)  6:38 (3)  6:55 (4)  7:14
[4] 白石　　悠② 川浪　萌香② 三浦　　秦① 梅津　七翠②

4 東 筑 紫 (7) 0:14:41 (6)  0:21:43 (5)  0:29:06 (5)  0:36:25 36分25秒
(7) 14:41 (5)  7:02 (5)  7:23 (5)  7:19

[6] 庄司明日香② 榎本　羽那② 太田　羽美① 櫻井彩也香①
5 高 稜 (6) 0:14:39 (7)  0:21:51 (6)  0:29:20 (6)  0:36:51 36分51秒

(6) 14:39 (6)  7:12 (7)  7:29 (7)  7:31
[5] 永吉　真織② 牛田　　葵② 末松　愛美① 林田　綾音②

6 小 倉 (3) 0:13:59 (5)  0:21:12 (7)  0:29:37 (7)  0:37:10 37分10秒
(3) 13:59 (7)  7:13 (15)  8:25 (8)  7:33

[10] 相田　彩希② 國分　海帆② 金元　琉風① 南　和佳奈②
7 戸 畑 (9) 0:15:03 (9)  0:22:27 (9)  0:29:50 (8)  0:37:13 37分13秒

(9) 15:03 (9)  7:24 (5)  7:23 (6)  7:23
[15] 魚住奈々子① 中島　若菜① 吉木あかり① 井寺　智咲①

8 東 筑 (8) 0:14:49 (8)  0:22:06 (8)  0:29:44 (9)  0:37:49 37分49秒
(8) 14:49 (8)  7:17 (8)  7:38 (12)  8:05

[7] 阿草　菜奈② 大隈　紫安① 山内　恋菜② 入江　華帆②
9 折 尾 愛 真 (10) 0:15:37 (10)  0:23:06 (10)  0:30:55 (10)  0:38:35 38分35秒

(10) 15:37 (11)  7:29 (10)  7:49 (10)  7:40
[9] 畠山　春菜② 田中　日菜① 川上ももこ② 則松　　萌②

10 京 都 (12) 0:15:59 (12)  0:23:45 (13)  0:32:08 (11)  0:39:42 39分42秒
(12) 15:59 (13)  7:46 (14)  8:23 (9)  7:34

[8] 繁井こなつ① 中野　颯希② 繁井　さな② 福江　琴乃②
11 小 倉 南 (11) 0:15:52 (13)  0:23:50 (11)  0:31:37 (12)  0:40:02 40分02秒

(11) 15:52 (14)  7:58 (9)  7:47 (13)  8:25
[14] 大石　結愛① 奥野紗梨亞① 大野　優美② 福田　　幸①

12 希 望 が 丘 (13) 0:16:04 (11)  0:23:31 (12)  0:31:43 (13)  0:40:28 40分28秒
(13) 16:04 (10)  7:27 (13)  8:12 (14)  8:45

[12] 梅田　海衣② 髙﨑　　愛② 金原　瑠美② 内田　果侑②
13 北 筑 (16) 0:17:14 (14)  0:24:51 (15)  0:33:02 (14)  0:40:57 40分57秒

(16) 17:14 (12)  7:37 (12)  8:11 (11)  7:55
[16] 大塚　はな② 桑原　咲良① 蔵田　紗知① 上津原楓夏②

14 門 司 学 園 (17) 0:17:45 (17)  0:26:18 (16)  0:35:10 (15)  0:43:56 43分56秒
(17) 17:45 (16)  8:33 (16)  8:52 (15)  8:46

[11] 村瀬はるな② 堀田　周寿① 松尾　美咲① 途中棄権
- 八 幡 (15) 0:16:51 (15)  0:24:55 (14)  0:32:54 (16) #NUM! 記録なし

(15) 16:51 (15)  8:04 (11)  7:59 (17) 77:06
[13] 谷原　海彩① 西川　　月② 途中棄権 途中棄権

- 青 豊 (14) 0:16:41 (16)  0:25:39 (17) #NUM! (17) #NUM! 記録なし
(14) 16:41 (17)  8:58 (17) 74:21 (16) 80:00

[21] 西田　涼夏② 吉田　　陽② 吉田　　純② 岡　　菜月①
OP 北 九 州 市 立 B (4) 0:14:08 (3)  0:20:55 (3)  0:27:50 (3)  0:34:57 34分57秒

(4) 14:08 (3)  6:47 (3)  6:55 (2)  7:07
13分06秒 6分23秒 6分23秒 6分26秒 【大会記録】

過去最高記録 松川　涼子 山口　真実 松本　夢佳 松本　夢佳 32分43秒
(北九州市立) (北九州市立) (北九州市立) (北九州市立) (北九州市立)

第24回 第28回 第28回 第27回 第28回

第1区(4.0km) 第2区(2.0km) 第3区(2.0km) 第4区(2.0km)


