
大会名１ 福岡県高等学校陸上競技対校選手権新人大会
大会名２ 南部ブロック予選会

期　　日 平成24年9月1日(土) 9月2日(日)
陸 協 名　 福　岡
主催団体 福岡県高等学校体育連盟
会　　場 久留米総合スポーツセンター県立

大会ｺｰﾄﾞ 05402008
競技場ｺｰﾄﾞ 401030

総　　務 松藤　義文
審 判 長 ﾄﾗｯｸ 緒方　善政

跳躍 黒田　　昭
投擲 高原　　隆
混成 金崎　康矩

記録主任 松藤　利彦

技術総務 安藤　政紀
風向風力 安徳　浩平
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１日目 ２日目 ３日目

備　考

（ ）の記録は予選、［］は準決勝

 GR は大会新、EGR は大会タイ

岩城　拓磨②（八女工）

技術総務

ﾄﾗｯｸ 緒方　善政

古賀　勇武②（祐　誠）
安藤　政紀

金崎　康矩
審 判 長 投擲 高原　　隆

気　　圧
61.060.0 55.0 60.0 61.071.0 65.048.0 50.0 52.0 53.0湿　　度 54.0 50.0 50.0

記録主任 松藤　利彦31.0 32.0 32.029.0 30.5 31.0 32.031.0 30.5気　　温 27.5 29.5 30.0 30.5 31.0

1.5 1.9 1.0 1.2 2.70.93.2 0.9

跳躍 黒田　　昭
風　　速 1.5 4.9 1.8 2.8 2.7 1.6

北東東北東 北東 東 南北 北北東 北東 北北東 北風　　向 北東 北北東 北北東

最 優 秀 選 手晴 晴 晴 晴晴 晴 晴晴 晴 晴
風向風力 安徳　浩平

参加人員 ３３０ 名 天　　候 晴 晴 晴 晴
総　　務 松藤　義文13 14 1510 11 1214 15 16 1710 11 12 1315 16 17

点

参加学校 ３０ 校 １時間毎 10 11 12 13 14

７ 点
朝倉光陽
誠　修

６三　池 ９ 点 八女工点 三　井 １４ 点１７ 点 山　門 １６八女学院 １７ 点 八　女フィールド 祐　誠 ６１ 点

点 明　善 １４ 点１６ 点 輝翔館 １５誠　修 ２１ 点 八　女点 祐　誠 ２３ 点

点

トラック 大牟田 ４２ 点 八女工 ４１ 点 柳　川 ２６

２１ 点 山　門 １６柳　川 ２６ 点 八女学院点 誠　修 ３３ 点４４ 点 八　女 ４２八女工 ４８ 点 大牟田総　　合 祐　誠 ８４ 点

隅倉　歩夢① 大牟田
 

萬谷　　光② 誠　修 楠　　章吾① 八　女 角　竜太朗① 八　女 脇　裕貴紘① 小　郡
 2886  1634   八種競技  4077  3054  3012

佐藤　公彦① 八　女 成富裕次郎① 祐　誠諸冨　　魁① 八女学院 平田　拓之② 八女学院
 39.72

坂梨　康太② 八女学院 松藤　圭汰① 祐　誠 弥吉　拓哉② 八　女 田中　裕人② 山　門
 43.25  42.64  42.05  39.77や り 投  50.85  49.18  44.80

大久保遥平② 浮羽究真館 手嶋宗太郎① 朝倉光陽
 

松嶋　恭平② 祐　誠 石松　健一② 朝倉光陽 古賀　正彦① 祐　誠 川原　良輔① 祐　誠
 21.19  19.12  16.05  ﾊ ﾝ ﾏ ｰ 投  42.90  41.24  29.19

中井　健登② 三　井 松藤　圭汰① 祐　誠緒方　　伸① 八女学院 岡崎　健太② 八　女
 27.04

甲木雄一朗② 八女学院 野中　李成② 八　女 矢野竜一朗② 祐　誠 大隈　亮輔② 八　女
 28.12  27.92  27.36  27.10円 盤 投  31.10  31.08  29.70

弥吉　拓哉② 八　女 大久保遥平② 浮羽究真館中井　健登② 三　井 古賀　正彦① 祐　誠
 9.02

稲葉　悠晟① 祐　誠 矢野竜一朗② 祐　誠 野中　李成② 八　女 江﨑　健人② 八女工
 10.80  10.34  9.98  9.51砲 丸 投  13.26  13.17  12.67

末永　良太② 八女学院 諸富　　翔① 祐　誠奥田　　光② 山　門 橋本　　昇② 八女工
 11.72 +0.9

橋本　敦士② 三　池 森部　翔太② 祐　誠 渡邊　颯海② 三　井 大﨑龍之介② 三池工
 12.64 +1.4  12.41 +1.0  12.36 +1.0  12.16 +0.0三 段 跳  13.37 +1.2  13.18 +1.7  12.91 +1.3

辻　　修平② 八　女 富永　健斗② ありあけ新世甲原　越喜① 祐　誠 橋本　　昇② 八女工
 5.90 +2.5 (5.77 +1.8)

児玉　佳季② 祐　誠 岩野　航平① 祐　誠 渡邊　颯海② 三　井 橋本　敦士② 三　池
 6.37 +3.2  6.32 +3.3 (6.24 +1.6)  6.18 +2.2  6.00 +2.7 (5.79 +1.5)走 幅 跳  6.90 +3.1 (6.61 +1.3)  6.56 +1.9  6.41 +4.7 (6.14 +1.9)

 
田尻　啄也② 山　門 松藤　光亮① 山　門 田中　　翔① 三　井

    棒 高 跳  3.00  2.80  2.40
萬谷　　光② 誠　修 奥田　　光② 山　門樋口　大樹② 八女工 執行　弘樹① 誠　修

 1.65
古賀　勇武② 祐　誠 福嶌　達仁② 誠　修 松尾　祐輝① 朝　倉 児玉　佳季② 祐　誠

 1.75  1.75  1.70  1.70走 高 跳  1.96  1.90  1.87
中溝　凌颯① 早田翔士郎②古賀　風仁② 藤岡　　彦①角　武有喜② 藤原　至誠①岩城　拓磨② 川嶋　卓也①
三原　真人② 中山　俊介②石橋　克也① 山口　　颯①松崎　翔也② 井手　翔慎①本木　健人② 権藤　嘉記①
豊福　寛章② 久留米 堀田　啓介② 明　善佐野　天馬② 伝習館 吉田滉一朗① 三　池大石　　空① 八　女 橋本　知典② 誠　修中村　隼大① 八女工 児玉　佳季② 祐　誠
井上　雄太② 川原　一晃②水落　秀斗② 吉弘　季幸①

 3,36.74 (3,32.47)
4x400mR 坂田　翔帆② 高尾　優樹① 権藤　翔平② 大橋　建斗②

梅崎浩太郎②
 3,23.23  3,25.28  3,26.69  3,27.18  3,31.09  3,31.65  3,33.90

栗山　元臣① 川原　一晃②江藤　祥汰② 川嶋　卓也① 角　武有喜② 吉田滉一朗① 藤原　至誠①
中山　俊介② 田中　健太①大橋　建斗② 光延　亮汰①

明　善 平川　朔弥① 有明高専
本木　健人② 高尾　優樹① 大石　　空① 吉弘　季幸①

誠　修 宮﨑　　亮② 福　島 堀田　啓介②岩城　拓磨② 八女工 児玉　佳季② 祐　誠 西川　育哉② 八　女 藤岡　　彦① 三　池 橋本　知典②
早田翔士郎② 松田　拓巳①井手　翔慎① 井手　静哉②権藤　翔平② 橋本　敦士②4x100mR 首藤　　圭② 畑瀬　友貴②

浮羽究真館
 42.16  42.65  43.88  43.97  44.65  45.48  45.63 (45.17)  45.71 (45.60)

小　郡 浮羽究真館 伊藤　　晃②小　郡 立石　　翔① 小　郡 野田　辰博①
 32,51.53

久保山大雅① 柳　川 中村　匠吾② 有明高専 辻　　幸久① 浮羽究真館 古賀　旅人① 武内　稜太②
 29,06.72  29,06.78  29,06.97  31,03.235000mW  26,43.65  28,42.48  28,55.72

山口　駿哉② 小　郡 養父　絢承② 明　善野田　湧樹① 柳　川 竹ノ上隆成① 柳　川
 10,48.50

櫻木健次朗② 柳　川 徳永　晃希② 大牟田 川﨑　椋太② 大牟田 有馬　圭介① 大牟田
 9,55.12  10,19.01  10,27.79  10,41.063000mSC  9,43.44  9,52.89  9,55.11

石川　　翔① 誠　修 藤岡　　彦① 三　池井手　翔慎① 誠　修 大淵　涼平② 八女工
 1,05.00 (1,00.28)

山浦　寛道② 輝翔館 早田翔士郎② 明　善 坂本　廉斗② 三池工 緒方　祐樹① 小　郡
 1,01.79 (1,01.31)  1,01.86  1,02.04  1,03.79 (1,02.70)400mH  57.93  57.97  58.23

武田　伸哉① 誠　修 執行　弘樹① 誠　修石川　　翔① 誠　修 清水　拓也② 祐　誠
 18.58

風：+2.4 足立　智一② 久留米高専 坂本　廉斗② 三池工 山浦　寛道② 輝翔館 山田　鳳文② 八　女
 17.20 (18.14 +1.7)  17.59 (17.76 +1.7)  17.72  18.52 (18.12 +1.7)110mH  16.18  16.69 (17.02 +1.7)  16.87 (16.90 +1.7)

関　　雅明② 明　善 野口遼太郎② 三池工杉　優一郎① 柳　川 堀川　　晃② 八　女
 16,31.63

吉田　亮壱② 大牟田 大山　憲明② 大牟田 野田　湧樹① 柳　川 高園　真徳① 大牟田
 15,47.25  16,01.26  16,16.55  16,23.515000m  14,50.88  15,18.45  15,44.60

河野　亮太② 小　郡 藤川　　悟② 三　池杉　優一郎① 柳　川 堀川　　晃② 八　女
 4,26.03 (4,23.88)

堀　　龍彦② 大牟田 大山　憲明② 大牟田 江口　智耶① 大牟田 櫻木健次朗② 柳　川
 4,13.61  4,17.80  4,18.06  4,22.99 (4,21.18)1500m  4,00.90  4,01.73  4,11.22

三浦　聖人① 朝倉光陽 河野　亮太② 小　郡大塚　章弘① 八女工 白水　尚輝② 大牟田
 2,04.96 (2,04.07)

西村　敏郎② 久留米高専 佐藤　烈士② 輝翔館 宮崎　拓武① 誠　修 高橋　秀典① 浮羽究真館
 2,04.55 (2,03.69)  2,04.55 (2,00.96)  2,04.58  2,04.78 (2,03.88)800m  2,03.07  2,03.30 (2,01.72)  2,03.68

吉田滉一朗① 三　池 大橋　建斗② 誠　修権藤　嘉記① 祐　誠 坂田　翔帆② 八女工
 52.35

橋本　知典② 誠　修 堀田　啓介② 明　善 松尾　　竣② 八女学院 大石　　空① 八　女
 51.69  51.79  52.07  52.18400m  50.66  50.87  51.37

権藤　嘉記① 祐　誠 畑瀬　友貴② 祐　誠橋本　知典② 誠　修 高尾　優樹① 祐　誠
 23.20 [22.74 +1.4]

風：+0.4 岩城　拓磨② 八女工 本木　健人② 八女工 堀田　啓介② 明　善 中村　隼大① 八女工
 22.64  22.65 [22.63 +1.4]  22.66  22.82 [22.77 +1.4]200m  22.06 [21.94 +1.4]  22.30  22.63

首藤　　圭② 八女工 三原　真人② 久留米川嶋　卓也① 祐　誠 佐野　天馬② 伝習館
 11.30 (11.39 +1.4)

風：+2.6 岩城　拓磨② 八女工 本木　健人② 八女工 畑瀬　友貴② 祐　誠 高尾　優樹① 祐　誠
 11.11 (11.16 +1.8)  11.13  11.13 (11.24 +1.4)  11.14 (11.25 +1.8)100m  10.77  10.94 (11.11 +1.8)  11.10

氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年） 所　　属氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年） 所　　属
記　　録

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

会 場 陸 上 競 技 場久留米総合スポーツセンター県立

記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録

福岡県高等学校陸上競技対校選手権新人大会南部ブロック予選会
福 岡 県 高 等 学 校 体 育 連 盟
福 岡 陸 上 競 技 協 会 年



女
主催 ９月１日（土）

２０１２ ９月２日（日）
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1,2 6

１日目 ２日目 ３日目

緒方　善政

備　考

（ ）の記録は予選、［］は準決勝

 GR は大会新、EGR は大会タイ

ﾄﾗｯｸ

西林　佑真②(祐　誠）

福岡県高等学校陸上競技対校選手権新人大会南部ブロック予選会
福 岡 県 高 等 学 校 体 育 連 盟
福 岡 陸 上 競 技 協 会 年

氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年） 所　　属

陸 上 競 技 場

記　　録 記　　録 記　　録 記　　録

 12.73 (13.05 +1.3)

会 場

所　　属 氏　名（学年）

久留米総合スポーツセンター県立

記　　録 記　　録 記　　録 記　　録

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

100m  12.31 (12.81 +1.6)  12.59 (12.88 +1.1)  12.67 (12.88 +1.3)  12.76  12.83 (12.96 +1.4)  12.88 (13.00 +1.4)  12.92
風：+2.5 山下　　遼② 八女工 中野　瑠花② 八女工 岩佐　彩弥② 久留米 松尾　知夏② 八女工 緒方　文香① 誠　修 野口　眞里① 八　女 蒲池　美鈴② 祐　誠 野口由利江② 久留米商

200m  25.53  25.81  26.08  26.42 [26.09 +1.1]  26.65  26.85 [26.70 +0.2]  26.89 [26.79 +0.2]  27.37 [27.30 +1.1]
風：+0.6 山下　　遼② 八女工 池田　衣里② 誠　修 岩佐　彩弥② 久留米 中野　瑠花② 八女工 野口　眞里① 八　女 蒲池　美鈴② 祐　誠 松尾　知夏② 八女工 長谷川加奈① 誠　修

400m  58.07  59.43  59.76  1,00.05  1,00.23  1,00.66  1,02.09  1,02.15

池田　衣里② 誠　修 田中　紗衣② 八　女 山口　　和② 八　女 前田　明峰② 誠　修 西見　泉美② 明　善 長谷川加奈① 誠　修 渡邉　　杏② 八　女 笠間　美帆② 三　池

800m  2,17.57  2,18.90  2,19.38  2,23.71  2,26.17 (2,26.08)  2,27.21 (2,26.54)  2,29.75 (2,26.80)  2,35.41 (2,29.35)

西見　泉美② 明　善 田中　紗衣② 八　女 前田　明峰② 誠　修 佐藤　花南② 朝　倉 萩尾　真子① 大牟田 吉田　香菜① 三　池 椛島なつは① 誠　修 高倉　千裕② 浮羽究真館

1500m  4,39.88  4,46.70  4,51.52  4,54.78  4,55.35  4,55.85  4,57.45  5,01.63

高橋　　奏② 柳　川 浦岡　由芽② 大牟田 馬渡　　遥② 大牟田 佐藤　花南② 朝　倉 吉田　　遥① 柳　川 吉田　香菜① 三　池 村上　美貴① 柳　川 仲　　優美② 誠　修

3000m GR 9,45.97  9,56.47  10,10.43  10,13.56  10,17.58  10,40.74  11,16.74  11,22.99

高橋　　奏② 柳　川 馬渡　　遥② 大牟田 浦岡　由芽② 大牟田 萩尾　真子① 大牟田 白石　莉理② 柳　川 吉田　　遥① 柳　川 中野　里彩② 八　女 近藤瑛里佳① 小　郡

100mH  15.47  16.92  17.18  17.62 (17.39 +1.5)  17.63  17.90  18.32 (18.19 +1.5)  
風：+1.8 江﨑　優理② 三　潴 大淵　　遥② 大牟田 成清　恵理② 八　女 犬塚　　愛② 誠　修 後藤　花奈① 大牟田 大内田紗也① 朝　倉 中山　愛梨① 誠　修

400mH  1,06.33  1,06.46  1,06.87  1,11.76  1,12.20  1,12.73  1,16.32  1,17.75

渡邉　　杏② 八　女 井口　花乃① 誠　修 笠間　美帆② 三　池 平田　葉月① 三　池 犬塚　　愛② 誠　修 福嶋るり子② 浮羽究真館 伊藤明日香② 浮羽究真館 中山　愛梨① 誠　修

5000mW  27,44.47  27,56.86  30,31.06  30,31.08  31,59.39  32,42.47  34,42.79  

園田　夏菜① 柳　川 四ヶ所夢香① 柳　川 古賀　玲奈① 誠　修 田辺みずき② 中山　光姫① 浮羽究真館浮羽究真館 大石　萌加① 誠　修 堀江香奈恵②

 50.39  50.53  50.69  51.63  52.20  52.26  52.79 (52.74)  53.81

浮羽究真館

4x100mR 成清　恵理② 竹下優美亜① 松尾　知夏② 藤原　歩美② 森川　朋美①平田　葉月① 古賀　章子② 藤島　　梓②

三　池 宮川奈都美② 伝習館 片桐　瑠花① 小　郡八女工 野口　　萌② 久留米 笠間　美帆②

中野　瑠花②

野口　眞里① 八　女 池田　衣里② 誠　修 山下　　遼② 祐　誠 中ノ瀬幸恵②

山口　　和② 緒方　文香① 齊藤　帆南① 窪山　有紀①末藤　実希② 前原　悠香① 中尾　有花①

田城　　葵② 蒲池　美鈴②岩佐　彩弥② 坂寺　美咲②

 4,21.51  4,23.13

渡邉　　杏② 堀江　朱音② 梅崎　京香① 澤田　純麗①

GR 3,58.64  3,59.76  4,14.50  4,17.28  4,34.95  4,39.39

4x400mR 長谷川加奈① 野口　眞里① 末藤　実希② 平田　千晴① 宮原　佳美② 隈本　有貴① 野口由利江② 東原　早紀②

前田　明峰② 誠　修 田中　紗衣② 八　女 平田　葉月① 三　池 佐藤　花南② 朝　倉 田城　　葵② 伝習館 高倉　千裕② 浮羽究真館 諸藤　未夢② 久留米商 平田　理紗② 山　門

緒方　文香① 渡邉　　杏② 平山　咲樹② 大内田紗也① 末永　美咲① 福嶋るり子② 野中加奈子② 小川　美波①

池田　衣里② 山口　　和② 笠間　美帆② 神坂穂乃花① 東原安由子② 伊藤明日香② 藤吉　里奈② 鶴　　望加②

走 高 跳  1.60  1.51  1.45  1.40  1.35  1.25   

馬場菜々美② 三池工 吉武　美友① 八　女 山口　　舞① 誠　修 古賀　矜香① 久留米 松﨑　麻美① 福　島 片桐　瑠花① 祐　誠

走 幅 跳  5.39 +2.2  5.03 +2.5 (4.90 +1.0)  4.97 +0.0  4.95 -0.6  4.88 +0.0  4.74 +0.2  4.73 +0.0  4.64 -0.2

原田　彩希① 祐　誠 堀江　朱音② 誠　修 吉田　　萌① 大牟田 中尾　有花① 祐　誠 藤島　　梓② 祐　誠 窪山　有紀① 小　郡 高尾　優李② 誠　修 栁瀬　智予② 朝倉東

砲 丸 投  9.57  8.03  7.91  7.61  7.60  6.38  6.20  6.09

西林　佑真② 祐　誠 井上　史子① 輝翔館 藤原　未波① 南　筑 野田実紗希② 三　井 西山　輝慧② 山　門 中ノ瀬幸恵② 小　郡 森川　朋美① 小　郡 皆本　紗知② ありあけ新世

円 盤 投  35.02  25.47  24.52  22.32  16.46    

西林　佑真② 祐　誠 松尾　綺子② 三　潴 西山　輝慧② 山　門 皆本　紗知② ありあけ新世 中村　　文① 山　門

や り 投  37.92  32.22  32.00  28.80  27.90  25.95  25.68  25.47

山下　千知② 祐　誠 森川　朋美① 小　郡 熊丸　支都② 明　善 野田実紗希② 三　井 松尾　綺子② 三　潴 平田　理紗② 山　門 中ノ瀬幸恵② 小　郡 荒巻奈々世② 誠　修

七種競技  3414  2967  2339  2196  2139    

高尾　優李② 誠　修 諸藤　未夢② 久留米商 森　　　瞳② ありあけ新世 前田　未來② ありあけ新世 井島　愛理② 誠　修

総　　合 誠　修 ６５ 点 八　女 ４３ 点 大牟田 ３４ 点 祐　誠 ３１ 点 柳　川 ２８ 点 八女工 ２７ 点 三　池 １５ 点 久留米 １４ 点

トラック 誠　修 ４８ 点 八　女 ３８ 点 大牟田 ３０ 点 柳　川 ２８ 点 八女工 ２７ 点 三　池 １５ 点 久留米 １１ 点 朝　倉 １０ 点

フィールド 祐　誠 ３０ 点 誠　修 ９ 点 山　門 ９ 点 三　潴 ７ 点 小　郡 ７ 点 三池工 ６ 点 三　井 ６ 点
八　女
輝翔館

５ 点

参加学校 ２９ 校 １時間毎 10 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 総　　務 松藤　義文 風向風力 安徳　浩平

参加人員 １７０ 名 天　　候 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 最 優 秀 選 手

風　　向 北東 北北東 北北東 北東 北東 北北東 北 北 北 東北東 北東 東 南

2.8 2.7 1.6 3.2風　　速 1.5 4.9 1.8

跳躍 黒田　　昭北東

0.9 0.9 1.5 1.9 1.0 1.2 2.7 高原　　隆山下　　遼②（八女工） 審 判 長 投擲

気　　温 27.5 29.5 30.0 30.5 31.0 31.0 30.5 29.0 30.5 31.0 32.0 31.0 32.0 32.0 記録主任 松藤　利彦金崎　康矩

湿　　度 54.0 50.0 50.0 48.0 50.0 52.0 53.0 71.0 65.0 60.0 55.0 60.0 61.0 61.0

気　　圧 安藤　政紀技術総務



男 福岡県高等学校陸上競技対校選手権新人大会南部ブロック予選会

２０１２年９月１日(土)～９月２日(日) 会 場 久留米総合スポーツセンター県立 陸上競技場

順位 氏　名 所　属 総 得 点 100m 走幅跳 砲丸投 400m １日目 110mH やり投 走高跳 1,500m ２日目

１ 萬谷　　光② 誠　修 4,077 12.02 +1.4 647 5.32 +2.3 445 8.10 372 55.19 591 2055 17.91 +1.5 533 33.03 342 1.75 585 4,59.63 562 2022

２ 楠　　章吾① 八　女 3,054 12.39 +1.4 576 5.26 +2.5 433 6.88 300 59.06 446 1755 19.90 +1.5 357 19.72 158 1.45 352 5,23.47 432 1299

３ 角　竜太朗① 八　女 3,012 11.47 +1.4 759 4.92 +2.8 367 6.84 298 57.54 501 1925 22.66 +1.5 170 19.94 161 1.50 389 5,36.76 367 1087

４ 脇　裕貴紘① 小　郡 2,886 12.01 +1.4 649 5.06 +3.0 394 5.54 222 58.08 481 1746 19.57 +1.5 384 12.38 62 1.40 317 5,34.66 377 1140

５ 隅倉　歩夢① 大牟田 1,634 12.95 +1.4 476 4.34 +1.9 262 4.57 166 1,02.44 334 1238 記録無 0 10.81 42 1.05 105 6,03.63 249 396

６

７

８

主　催　者　名

福岡県高等学校体育連盟 記録主任 松藤　利彦

総　　務 松藤　義文

福 岡 陸 上 競 技 協 会 ﾄﾗｯｸ 緒方　善政

跳躍 黒田　　昭

投擲 高原　　隆

審 判 長 混成 金崎　康矩

八種競技得点表



女 福岡県高等学校陸上競技対校選手権新人大会南部ブロック予選会

２０１２年９月１日(土)～９月２日(日) 会 場 久留米総合スポーツセンター県立 陸上競技場

順位 氏　名 所　属 総 得 点 100mH 走高跳 砲丸投 200m １日目 走幅跳 やり投 800m ２日目

１ 高尾　優李② 誠　修 3,414 17.55 +0.7 536 1.40 512 7.01 336 29.13 +1.7 545 1929 4.93 +1.9 540 22.92 343 2,37.52 602 1485

２ 諸藤　未夢② 久留米商 2,967 19.98 +0.7 304 1.45 566 7.06 339 28.76 +1.7 572 1781 3.98 +0.5 303 25.86 398 2,47.96 485 1186

３ 森　　　瞳② ありあけ新世 2,339 19.80 +0.7 319 1.35 460 5.32 228 32.46 +1.7 324 1331 4.16 +0.2 345 24.03 364 3,07.49 299 1008

４ 前田　未來② ありあけ新世 2,196 19.36 +0.7 357 1.25 359 4.90 202 30.56 +1.7 444 1362 3.64 +1.3 229 15.09 198 2,55.57 407 834

５ 井島　愛理② 誠　修 2,169 21.71 +0.7 176 1.20 312 5.69 252 28.29 +1.7 608 1348 2.99 +1.7 105 11.95 141 2,39.80 575 821

６

７

８

主　催　者　名 記録主任 松藤　利彦

総　　務 松藤　義文

福岡県高等学校体育連盟 ﾄﾗｯｸ緒方　善政

跳躍黒田　　昭

福 岡 陸 上 競 技 協 会 投擲高原　　隆

審 判 長 混成金崎　康矩

七種競技得点表



クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
09/01 男子 1 1 佐野　天馬②  11.24 2 三原　真人②  11.39 3 久保田　要②  11.67 4 平田　彰吾②  11.93

100m 予選 +1.4 　伝習館 　久留米 　朝倉東 　八女学院
5 奥園　英斗①  12.42 6 中嶋　竜也①  12.48 7 鶴　　和仁①  12.55

　三池工 　ありあけ新世 　久留米商
2 1 岩城　拓磨②  10.87 2 明石　智博①  11.74 3 宮﨑　　亮②  11.91 4 森田　　陵①  11.99

+3.8 　八女工 　誠　修 　福　島 　八　女
5 江崎　　遼①  12.53 6 江崎　大敬①  12.65 7 松尾　圭祐①  13.90

　ありあけ新世 　山　門 　八女学院
3 1 本木　健人②  11.11 2 本村　直道②  11.68 3 佐内　　誠②  11.91 4 筬島大志郎②  11.98

+1.8 　八女工 　八　女 　ありあけ新世 　輝翔館
5 田中　裕人②  12.09 6 高橋　　優①  12.68 7 納富　祐助①  13.76

　山　門 　福　島 　浮羽工
4 1 徳永　直記②  11.38 2 荒巻　　諒①  11.79 3 井手　翔慎①  11.95 4 松田　拓巳①  11.98

+2.8 　大牟田 　柳　川 　誠　修 　有明高専
5 新田　篤朗①  12.31 6 田中　　翔①  12.44 7 中村　健登①  13.50

　伝習館 　三　井 　八女学院
5 1 川嶋　卓也①  11.24 2 吉弘　季幸①  11.65 3 光延　亮汰①  11.79 4 井上　幸樹②  12.14

+2.5 　祐　誠 　三　池 　福　島 　久留米大附設
5 木原　　麗②  12.38 6 緒方　　駆②  12.55 野村　涼太① 棄権    

　大牟田 　伝習館 　浮羽工
6 1 藤原　至誠①  11.32 2 浦　　公蔵①  11.63 3 吉野　優翔②  11.90 4 古賀　一成②  12.09

+2.7 　誠　修 　三　潴 　小　郡 　久留米大附設
5 古賀　達郎①  12.13 6 八坂　瑞輝①  13.06 7 金重　駿平①  13.33

　久留米商 　浮羽工 　浮羽究真館
7 1 高尾　優樹①  11.16 2 首藤　　圭②  11.25 3 太田　哲郎②  11.59 4 堤　　智紀①  11.99

+1.8 　祐　誠 　八女工 　柳　川 　三　池
5 東　　翔也①  12.18 6 伊藤　　翼①  12.98 7 尾石　翔太①  13.11 8 小林　和史①  13.59

　大牟田 　明　善 　久留米筑水 　南　筑
8 1 西川　育哉②  11.45 2 梅崎浩太郎②  11.75 3 坂井　啓悟①  12.22 4 緒方　　亮②  12.27

+1.8 　八　女 　有明高専 　三　池 　久留米筑水
5 板谷　太郎②  12.44 6 境　　優樹①  12.59 7 中村　佳人①  13.84 荒川　雅貴① 棄権    

　久留米大附設 　南　筑 　久留米商 　久留米
9 1 畑瀬　友貴②  11.24 2 中山　俊介②  11.63 3 諸藤　大揮①  11.82 4 田中　健太①  11.87

+2.9 　祐　誠 　明　善 　小　郡 　有明高専
5 中溝　凌颯①  12.20 6 増山　隆英②  12.36 7 田中　晴信①  12.74 8 梶原　亨介①  13.15

　久留米 　浮羽究真館 　山　門 　南　筑
09/01 男子 1 1 高尾　優樹①  11.09 2 佐野　天馬②  11.11 3 首藤　　圭②  11.19 4 西川　育哉②  11.30

100m 準決勝 +2.5 　祐　誠 　伝習館 　八女工 　八　女
5 吉弘　季幸①  11.70 6 光延　亮汰①  11.77 7 諸藤　大揮①  11.87 8 明石　智博①  11.90

　三　池 　福　島 　小　郡 　誠　修
2 1 本木　健人②  11.03 2 畑瀬　友貴②  11.18 3 三原　真人②  11.26 4 徳永　直記②  11.33

+2.3 　八女工 　祐　誠 　久留米 　大牟田
5 久保田　要②  11.66 6 本村　直道②  11.68 7 荒巻　　諒①  11.82 8 田中　健太①  11.91

　朝倉東 　八　女 　柳　川 　有明高専
3 1 岩城　拓磨②  10.78 2 川嶋　卓也①  11.18 3 藤原　至誠①  11.29 4 中山　俊介②  11.31

+2.6 　八女工 　祐　誠 　誠　修 　明　善
5 太田　哲郎②  11.41 6 梅崎浩太郎②  11.45 7 吉野　優翔②  11.62 8 浦　　公蔵①  11.66

　柳　川 　有明高専 　小　郡 　三　潴



クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
09/01 男子 1 1 岩城　拓磨②  10.77 2 本木　健人②  10.94 3 畑瀬　友貴②  11.10 4 高尾　優樹①  11.11

100m 決勝 +2.6 　八女工 　八女工 　祐　誠 　祐　誠
5 川嶋　卓也①  11.13 6 佐野　天馬②  11.13 7 首藤　　圭②  11.14 8 三原　真人②  11.30

　祐　誠 　伝習館 　八女工 　久留米
09/02 男子 1 1 岩城　拓磨②  22.07 2 藤本　　陸②  23.62 3 浦　　公蔵①  24.07 4 筬島大志郎②  24.55

200m 予選 -0.4 　八女工 　三　井 　三　潴 　輝翔館
5 南郷　仁志①  24.66 明石　智博① 棄権    堀　　弘基② 棄権    

　八　女 　誠　修 　浮羽工
2 1 堀田　啓介②  23.01 2 角　武有喜②  23.56 3 井上　雄太②  23.79 4 足立　智一②  24.03

-0.2 　明　善 　八　女 　久留米 　久留米高専
5 古賀　達郎①  24.84 6 境　　優樹①  26.07 清田　和樹① 棄権    

　久留米商 　南　筑 　誠　修
3 1 畑瀬　友貴②  23.16 2 徳永　直記②  23.49 3 太田　哲郎②  23.74 4 諸藤　大揮①  23.91

+1.4 　祐　誠 　大牟田 　柳　川 　小　郡
5 宮﨑　　亮②  24.09 6 石場　勇祐②  24.74 7 原田　靖崇①  25.23

　福　島 　久留米商 　朝倉光陽
4 1 本木　健人②  22.39 2 吉岡　優太①  23.87 3 山口　　颯①  24.11 4 壇　　佳輝②  24.64

+1.0 　八女工 　大牟田 　三　池 　ありあけ新世
5 奥園　英斗①  25.19 6 筒井　滉大①  25.62 藤村　　優① 棄権    

　三池工 　有明高専 　伝習館
5 1 高尾　優樹①  23.02 2 松尾　　竣②  23.36 3 井手　静哉②  24.31 4 松田　拓巳①  24.52

-0.2 　祐　誠 　八女学院 　福　島 　有明高専
5 佐内　　誠②  25.16 6 伊藤　　翼①  26.61 7 河村　勇佑①  26.79 8 小林　和史①  28.69

　ありあけ新世 　明　善 　久留米 　南　筑
6 1 佐野　天馬②  22.97 2 中村　隼大①  23.09 3 栗山　元臣①  24.39 4 堤　　智紀①  24.48

+0.0 　伝習館 　八女工 　福　島 　三　池
5 平田　彰吾②  24.70 6 田中　晴信①  26.44 7 宮﨑　俊太②  26.81 8 梶原　亨介①  27.08

　八女学院 　山　門 　久留米大附設 　南　筑
7 1 梅崎浩太郎②  23.41 2 中山　俊介②  23.57 3 権藤　翔平②  23.57 4 久保田　要②  24.10

+0.7 　有明高専 　明　善 　八　女 　朝倉東
5 松尾　祐輝①  24.44 6 荒巻　　諒①  24.85 7 武末　直也②  25.30 8 中園信太郎②  25.47

　朝　倉 　柳　川 　伝習館 　久留米大附設
8 1 橋本　知典②  23.19 2 権藤　嘉記①  23.27 3 吉野　優翔②  24.37 4 坂井　啓悟①  24.80

+1.3 　誠　修 　祐　誠 　小　郡 　三　池
5 江崎　　遼①  25.86 6 江崎　大敬①  26.09 7 内田　有哉②  26.40 8 中島慎太郎②  26.43

　ありあけ新世 　山　門 　大牟田 　久留米大附設
09/02 男子 1 1 岩城　拓磨②  21.94 2 橋本　知典②  22.63 3 畑瀬　友貴②  22.74 4 徳永　直記②  22.85

200m 準決勝 +1.4 　八女工 　誠　修 　祐　誠 　大牟田
5 角　武有喜②  23.54 6 井上　雄太②  23.79 7 久保田　要②  24.05 太田　哲郎② 棄権    

　八　女 　久留米 　朝倉東 　柳　川
2 1 本木　健人②  22.56 2 高尾　優樹①  22.85 3 松尾　　竣②  23.00 4 梅崎浩太郎②  23.31

+1.0 　八女工 　祐　誠 　八女学院 　有明高専
5 中山　俊介②  23.46 6 権藤　翔平②  23.80 7 諸藤　大揮①  23.85 8 宮﨑　　亮②  24.03

　明　善 　八　女 　小　郡 　福　島
3 1 中村　隼大①  22.75 2 権藤　嘉記①  22.77 3 堀田　啓介②  22.78 4 藤本　　陸②  23.38

+0.8 　八女工 　祐　誠 　明　善 　三　井
5 吉岡　優太①  23.97 6 足立　智一②  24.10 7 浦　　公蔵①  24.12 佐野　天馬② 棄権    

　大牟田 　久留米高専 　三　潴 　伝習館



クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
09/02 男子 1 1 岩城　拓磨②  22.06 2 本木　健人②  22.30 3 堀田　啓介②  22.63 4 中村　隼大①  22.64

200m 決勝 +0.4 　八女工 　八女工 　明　善 　八女工
5 橋本　知典②  22.65 6 高尾　優樹①  22.66 7 権藤　嘉記①  22.82 8 畑瀬　友貴②  23.20

　誠　修 　祐　誠 　祐　誠 　祐　誠
09/01 男子 1 1 堀田　啓介②  51.35 2 豊福　寛章②  54.39 3 平尾　城次①  55.12 4 加藤　貴臣②  55.41

400m 予選 　明　善 　久留米 　誠　修 　八女工
5 筒井　滉大①  1,00.32 6 米田　敦史①  1,01.55 今里　文弥② 棄権    

　有明高専 　大牟田 　久留米商
2 1 橋本　知典②  52.42 2 藤本　　陸②  53.56 3 角　武有喜②  54.68 4 田尻　啄也②  55.29

　誠　修 　三　井 　八　女 　山　門
5 古賀　航平②  56.51 6 壇　　佳輝②  56.89 7 井手　静哉②  57.33 8 長岡　祐作①  1,04.15

　朝　倉 　ありあけ新世 　福　島 　大牟田
3 1 松尾　　竣②  51.79 2 坂田　翔帆②  52.41 3 井上　雄太②  54.00 4 石橋　克也①  54.85

　八女学院 　八女工 　久留米 　伝習館
5 松崎　翔也②  55.10 6 緒方　祐樹①  56.34 7 中野　一輝①  57.41 8 小松原康裕①  1,00.51

　八　女 　小　郡 　輝翔館 　三　潴
4 1 大橋　建斗②  52.80 2 早田翔士郎②  54.14 3 佐藤　烈士②  54.21 4 境　　優希①  55.19

　誠　修 　明　善 　輝翔館 　三　池
5 白水　尚輝②  56.69 6 原田　靖崇①  58.15 7 森　　風吹①  58.16 8 大橋　了輔①  1,02.96

　大牟田 　朝倉光陽 　福　島 　伝習館
5 1 権藤　嘉記①  52.22 2 平川　朔弥①  53.49 3 水落　秀斗②  54.10 4 田上　祥輝①  56.08

　祐　誠 　有明高専 　伝習館 　三　池
5 津留崎将吾②  58.31 6 平田　健太①  58.62 7 浦部　貴裕①  59.25 8 安倍　秀哉①  1,03.07

　輝翔館 　小　郡 　久留米大附設 　南　筑
6 1 大石　　空①  51.98 2 吉田滉一朗①  52.44 3 大津　英介①  54.34 4 中隈　教弘①  57.76

　八　女 　三　池 　八女工 　久留米高専
5 天野　真弥①  58.29 6 川原　一晃②  59.28 7 堀　　弘基②  1,01.21 栗山　元臣① 棄権    

　浮羽究真館 　明　善 　浮羽工 　福　島
09/01 男子 1 1 橋本　知典②  50.66 2 堀田　啓介②  50.87 3 松尾　　竣②  51.37 4 大石　　空①  51.69

400m 決勝 　誠　修 　明　善 　八女学院 　八　女
5 権藤　嘉記①  51.79 6 坂田　翔帆②  52.07 7 吉田滉一朗①  52.18 8 大橋　建斗②  52.35

　祐　誠 　八女工 　三　池 　誠　修



クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
09/02 男子 1 1 白水　尚輝②  2,05.62 2 原　秀一郎①  2,06.82 3 加藤　貴臣②  2,07.89 4 田中　悠也②  2,10.91

800m 予選 　大牟田 　小　郡 　八女工 　朝　倉
5 三原　広大①  2,13.24 6 廣渡　祥太①  2,14.77 7 辻　　幸久①  2,15.81 8 村上　竣哉①  2,21.65

　久留米商 　伝習館 　浮羽究真館 　山　門
久保山大雅① 棄権    荒木　秀哉① 棄権    
　柳　川 　浮羽工

2 1 西村　敏郎②  2,07.68 2 大橋　建斗②  2,08.54 3 小川　聖人①  2,10.37 4 川原　一晃②  2,11.11
　久留米高専 　誠　修 　八女工 　明　善

5 津留崎将吾②  2,13.49 6 本田　時法①  2,14.41 7 佐々木遼也①  2,16.14 8 丸山　翔大②  2,17.73
　輝翔館 　有明高専 　小　郡 　八　女

9 丸林　真也②  2,22.52 古賀　誠也① 棄権    
　福　島 　柳　川

3 1 高橋　秀典①  2,03.69 2 三浦　聖人①  2,03.88 3 河野　亮太②  2,04.07 4 平尾　城次①  2,07.69
　浮羽究真館 　朝倉光陽 　小　郡 　誠　修

5 今里　文弥②  2,12.32 6 羽根　光稀①  2,16.22 7 水落　秀斗②  2,16.54 8 倉重　　亮①  2,19.00
　久留米商 　三　井 　伝習館 　八　女

9 森　　風吹①  2,24.81 10 川原　大輝②  2,34.98
　福　島 　久留米

4 1 宮崎　拓武①  2,06.53 2 堤　　友浩①  2,07.61 3 中野　一輝①  2,09.97 4 大石　恭輔②  2,12.58
　誠　修 　福　島 　輝翔館 　明　善

5 中山　陽介②  2,14.69 6 平川　朔弥①  2,20.68 7 前田　洋彰①  2,22.02 8 伊藤　　晃②  2,24.85
　久留米 　有明高専 　山　門 　浮羽究真館

9 小松原康裕①  2,32.41 柴田　諒平② 棄権    
　三　潴 　三池工

5 1 大塚　章弘①  2,00.96 2 佐藤　烈士②  2,01.72 3 中隈　教弘①  2,08.15 4 古賀　風仁②  2,08.54
　八女工 　輝翔館 　久留米高専 　伝習館

5 上妻　裕貴①  2,08.84 6 白石　優人②  2,09.69 7 江頭　賢治②  2,21.58 8 大橋　竜太①  2,23.73
　ありあけ新世 　久留米 　山　門 　有明高専
平井　勇策② 棄権    
　三池工

09/02 男子 1 1 西村　敏郎②  2,03.07 2 佐藤　烈士②  2,03.30 3 宮崎　拓武①  2,03.68 4 高橋　秀典①  2,04.55
800m 決勝 　久留米高専 　輝翔館 　誠　修 　浮羽究真館

5 大塚　章弘①  2,04.55 6 白水　尚輝②  2,04.58 7 三浦　聖人①  2,04.78 8 河野　亮太②  2,04.96
　八女工 　大牟田 　朝倉光陽 　小　郡



クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
09/01 男子 1 1 堀　　龍彦②  4,15.08 2 堀川　　晃②  4,20.04 3 棚町　武弘②  4,23.12 4 藤川　　悟②  4,23.88

1500m 予選 　大牟田 　八　女 　久留米 　三　池
5 上妻　裕貴①  4,24.29 6 高橋　秀典①  4,24.48 7 竹ノ上隆成①  4,29.12 8 佐藤　良哉②  4,29.51

　ありあけ新世 　浮羽究真館 　柳　川 　久留米高専
9 伊木田隼弥①  4,29.73 10 野口遼太郎②  4,30.74 11 山口　駿哉②  4,32.96 12 大石　恭輔②  4,37.60

　有明高専 　三池工 　小　郡 　明　善
13 古賀　僚介②  4,44.79 14 下村　直道②  4,47.96 15 三原　広大①  4,48.67 16 中岸　裕貴②  5,00.47

　山　門 　朝　倉 　久留米商 　輝翔館
17 丸林　真也②  5,05.31 古賀　風仁② 棄権    堀　　弘基② 棄権    

　福　島 　伝習館 　浮羽工
2 1 大山　憲明②  4,15.70 2 櫻木健次朗②  4,18.21 3 河野　亮太②  4,21.18 4 山田　　竣②  4,22.47

　大牟田 　柳　川 　小　郡 　八女工
5 宮崎　拓武①  4,24.09 6 大塚　章弘①  4,26.27 7 柴田　祥輝①  4,27.11 8 三浦　聖人①  4,28.66

　誠　修 　八女工 　久留米高専 　朝倉光陽
9 養父　絢承②  4,34.78 10 寺島　　翔①  4,36.02 11 池田　理紘①  4,37.47 12 廣渡　祥太①  4,39.08

　明　善 　久留米 　八　女 　伝習館
13 中﨑　　司②  4,40.26 14 森友　俊亮①  4,48.18 15 古賀龍太郎①  4,50.08 16 国武　航佑①  4,52.50

　三　池 　有明高専 　三池工 　浮羽工
17 矢野　貴大②  4,55.68 18 鶴　　翔太①  5,23.74 19 益本　祐樹①  5,39.00 江頭　賢治②

　朝　倉 　福　島 　久留米商 　山　門
3 1 江口　智耶①  4,22.24 2 杉　優一郎①  4,22.51 3 原　秀一郎①  4,22.86 4 西村　敏郎②  4,23.30

　大牟田 　柳　川 　小　郡 　久留米高専
5 堤　　友浩①  4,29.96 6 河村　幸輝①  4,30.34 7 関　　雅明②  4,30.97 8 石橋　雅之②  4,34.26

　福　島 　伝習館 　明　善 　久留米
9 羽根　光稀①  4,43.67 10 田中　悠也②  4,45.07 11 中野　大成①  4,46.97 12 倉重　　亮①  4,54.84

　三　井 　朝　倉 　久留米商 　八　女
13 村上　竣哉①  4,56.00 14 龍　　一彰①  4,56.85 15 杉　　真弥①  5,02.58 16 古川　拓実②  5,02.85

　山　門 　八女工 　浮羽工 　有明高専
永松　拓也② 棄権    平井　勇策② 棄権    穴井　政行① 棄権    
　誠　修 　三池工 　久留米筑水

09/01 男子 1 1 堀　　龍彦②  4,00.90 2 大山　憲明②  4,01.73 3 江口　智耶①  4,11.22 4 櫻木健次朗②  4,13.61
1500m 決勝 　大牟田 　大牟田 　大牟田 　柳　川

5 杉　優一郎①  4,17.80 6 堀川　　晃②  4,18.06 7 河野　亮太②  4,22.99 8 藤川　　悟②  4,26.03
　柳　川 　八　女 　小　郡 　三　池

9 原　秀一郎①  4,26.03 10 棚町　武弘②  4,32.03 11 西村　敏郎②  4,33.04 12 山田　　竣②  4,55.62
　小　郡 　久留米 　久留米高専 　八女工



クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
09/02 男子 1 1 吉田　亮壱②  14,50.88 2 大山　憲明②  15,18.45 3 野田　湧樹①  15,44.60 4 高園　真徳①  15,47.25

5000m 決勝 　大牟田 　大牟田 　柳　川 　大牟田
5 杉　優一郎①  16,01.26 6 堀川　　晃②  16,16.55 7 関　　雅明②  16,23.51 8 野口遼太郎②  16,31.63

　柳　川 　八　女 　明　善 　三池工
9 伊木田隼弥①  16,40.84 10 荒木　宏斗①  16,44.78 11 原武　大暉①  16,46.79 12 河村　幸輝①  16,53.60

　有明高専 　有明高専 　小　郡 　伝習館
13 柴田　祥輝①  17,04.37 14 池本悠一郎②  17,11.48 15 藤川　　悟②  17,11.52 16 立石　亮太①  17,25.06

　久留米高専 　久留米 　三　池 　久留米
17 矢野　貴大②  17,25.20 18 林　　脩哉①  17,27.10 19 楠　　俊樹①  17,27.83 20 古賀光路郎①  17,28.27

　朝　倉 　柳　川 　久留米高専 　明　善
21 佐藤　良哉②  17,36.37 22 矢山佳津樹①  17,50.84 23 谷本　拓郎②  17,51.44 24 古賀　僚介②  18,01.74

　久留米高専 　八女工 　久留米大附設 　山　門
25 釘崎　公暉②  18,20.17 26 古賀　旅人①  18,29.02 27 下村　直道②  18,29.90 28 川上　純司①  18,32.09

　有明高専 　小　郡 　朝　倉 　朝　倉
29 山田　　竣②  18,36.68 30 中﨑　　司②  18,47.21 31 渡辺　優志①  18,54.23 32 江﨑　涼眞②  19,00.51

　八女工 　三　池 　八女工 　三池工
33 秋山　龍太①  19,01.04 34 杉　　真弥①  19,20.55 35 中村　拓也②  19,21.30 36 野田　辰博①  20,16.51

　久留米 　浮羽工 　久留米大附設 　小　郡
37 原田　真司①  20,40.34 金堂円太郎① 途中棄権 池田　理紘① 棄権    

　久留米商 　久留米大附設 　八　女
09/01 男子 1 1 足立　智一②  16.74 2 清水　拓也②  17.68 3 執行　弘樹①  19.38 4 楠　　章吾①  19.50

110mH 予選 +2.2 　久留米高専 　祐　誠 　誠　修 　八　女
5 濵武　尚人①  27.62 新庄　正明② 棄権    中村　弘樹② 棄権    

　福　島 　ありあけ新世 　輝翔館
2 1 山浦　寛道②  16.90 2 坂本　廉斗②  17.02 3 石川　　翔①  17.76 4 武田　伸哉①  18.12

+1.7 　輝翔館 　三池工 　誠　修 　誠　修
5 山田　鳳文②  18.14 6 脇　裕貴紘①  21.67

　八　女 　小　郡
09/01 男子 1 1 足立　智一②  16.18 2 坂本　廉斗②  16.69 3 山浦　寛道②  16.87 4 山田　鳳文②  17.20

110mH 決勝 +2.4 　久留米高専 　三池工 　輝翔館 　八　女
5 石川　　翔①  17.59 6 清水　拓也②  17.72 7 武田　伸哉①  18.52 8 執行　弘樹①  18.58

　誠　修 　祐　誠 　誠　修 　誠　修
09/02 男子 1 1 藤岡　　彦①  1,00.28 2 山浦　寛道②  1,01.10 3 緒方　祐樹①  1,01.31 4 石川　　翔①  1,02.70

400mH 予選 　三　池 　輝翔館 　小　郡 　誠　修
5 古賀　航平②  1,02.96 6 新庄　正明②  1,04.24 坂本　隼人① 棄権    鐘ヶ江直哉① 棄権    

　朝　倉 　ありあけ新世 　明　善 　誠　修
2 1 坂本　廉斗②  59.30 2 早田翔士郎②  59.70 3 井手　翔慎①  1,02.65 4 大淵　涼平②  1,02.92

　三池工 　明　善 　誠　修 　八女工
5 平田　健太①  1,07.23 前田　　峻② 棄権    天野　真弥① 途中棄権 中村　弘樹② 棄権    

　小　郡 　南　筑 　浮羽究真館 　輝翔館
09/02 男子 1 1 山浦　寛道②  57.93 2 早田翔士郎②  57.97 3 坂本　廉斗②  58.23 4 緒方　祐樹①  1,01.79

400mH 決勝 　輝翔館 　明　善 　三池工 　小　郡
5 井手　翔慎①  1,01.86 6 大淵　涼平②  1,02.04 7 石川　　翔①  1,03.79 8 藤岡　　彦①  1,05.00

　誠　修 　八女工 　誠　修 　三　池
09/02 男子 1 1 櫻木健次朗②  9,43.44 2 徳永　晃希②  9,52.89 3 川﨑　椋太②  9,55.11 4 有馬　圭介①  9,55.12

3000mSC 決勝 　柳　川 　大牟田 　大牟田 　大牟田
5 野田　湧樹①  10,19.01 6 竹ノ上隆成①  10,27.79 7 山口　駿哉②  10,41.06 8 養父　絢承②  10,48.50

　柳　川 　柳　川 　小　郡 　明　善
9 佐々木遼也①  11,13.16 10 黒岩　義弘②  11,24.24 川上　純司① 棄権    

　小　郡 　小　郡 　朝　倉



クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
09/01 男子 1 1 久保山大雅①  26,43.65 2 中村　匠吾②  28,42.48 3 辻　　幸久①  28,55.72 4 古賀　旅人①  29,06.72

5000mW 決勝 　柳　川 　有明高専 　浮羽究真館 　小　郡
5 立石　　翔①  29,06.78 6 野田　辰博①  29,06.97 7 武内　稜太②  31,03.23 8 伊藤　　晃②  32,51.53

　小　郡 　小　郡 　浮羽究真館 　浮羽究真館
09/01 男子 1 1 八女工  42.51 2 八　女  44.94 3 ありあけ新世  46.16 4 大牟田  46.26

4x100mR 予選  首藤　　圭②  権藤　翔平②  佐内　　誠②  東　　翔也①
 岩城　拓磨②  西川　育哉②  壇　　佳輝②  吉岡　優太①
 本木　健人②  大石　　空①  新庄　正明②  木原　　麗②
 江藤　祥汰②  角　武有喜②  富永　健斗②  徳永　直記②

5 山　門  47.99 6 南　筑  51.74
 田中　晴信①  安倍　秀哉①
 松藤　光亮①  前田　　峻②
 奥田　　光②  梶原　亨介①
 田中　裕人②  境　　優樹①

2 1 祐　誠  43.03 2 誠　修  44.68 3 福　島  45.50 4 小　郡  46.61
 畑瀬　友貴②  井手　翔慎①  井手　静哉②  脇　裕貴紘①
 児玉　佳季②  橋本　知典②  宮﨑　　亮②  吉野　優翔②
 高尾　優樹①  大橋　建斗②  光延　亮汰①  平田　健太①
 川嶋　卓也①  藤原　至誠①  栗山　元臣①  諸藤　大揮①

5 三　井  47.18 久留米 失格    
 中井　健登②  豊福　寛章②
 藤本　　陸②  三原　真人②
 田中　　翔①  緒方　康祐②
 渡邊　颯海②  井上　雄太②

3 1 三　池  44.31 2 明　善  45.17 3 有明高専  45.60 4 伝習館  45.94
 橋本　敦士②  早田翔士郎②  松田　拓巳①  新田　篤朗①
 藤岡　　彦①  堀田　啓介②  平川　朔弥①  石橋　克也①
 吉弘　季幸①  中山　俊介②  田中　健太①  藤村　　優①
 吉田滉一朗①  川原　一晃②  梅崎浩太郎②  佐野　天馬②

5 輝翔館  46.27 6 久留米商  49.02
 中野　一輝①  石場　勇祐②
 筬島大志郎②  古賀　達郎①
 山浦　寛道②  鶴　　和仁①
 佐藤　烈士②  中村　佳人①

09/02 男子 1 1 八女工  42.16 2 祐　誠  42.65 3 八　女  43.88 4 三　池  43.97
4x100mR 決勝  首藤　　圭②  畑瀬　友貴②  権藤　翔平②  橋本　敦士②

 岩城　拓磨②  児玉　佳季②  西川　育哉②  藤岡　　彦①
 本木　健人②  高尾　優樹①  大石　　空①  吉弘　季幸①
 江藤　祥汰②  川嶋　卓也①  角　武有喜②  吉田滉一朗①

5 誠　修  44.65 6 福　島  45.48 7 明　善  45.63 8 有明高専  45.71
 井手　翔慎①  井手　静哉②  早田翔士郎②  松田　拓巳①
 橋本　知典②  宮﨑　　亮②  堀田　啓介②  平川　朔弥①
 大橋　建斗②  光延　亮汰①  中山　俊介②  田中　健太①
 藤原　至誠①  栗山　元臣①  川原　一晃②  梅崎浩太郎②



クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
09/01 男子 1 1 八女工  3,31.09 2 三　池  3,31.72 3 有明高専  3,38.15 4 輝翔館  3,40.49

4x400mR 予選  加藤　貴臣②  吉弘　季幸①  松田　拓巳①  中野　一輝①
 中村　隼大①  吉田滉一朗①  平川　朔弥①  山浦　寛道②
 坂田　翔帆②  山口　　颯①  田中　健太①  筬島大志郎②
 江藤　祥汰②  藤岡　　彦①  梅崎浩太郎②  佐藤　烈士②

5 浮羽究真館  3,58.14 6 山　門  4,02.43
 金重　駿平①  江崎　大敬①
 天野　真弥①  田中　晴信①
 辻　　幸久①  古賀　僚介②
 高橋　秀典①  江頭　賢治②

2 1 八　女  3,30.35 2 明　善  3,32.47 3 久留米  3,35.45 4 朝　倉  3,45.45
 権藤　翔平②  中山　俊介②  井上　雄太②  松尾　祐輝①
 大石　　空①  堀田　啓介②  豊福　寛章②  田中　悠也②
 松崎　翔也②  早田翔士郎②  三原　真人②  矢野　貴大②
 角　武有喜②  川原　一晃②  中溝　凌颯①  古賀　航平②

5 久留米商  3,47.25 福　島 棄権    
 石場　勇祐②  井手　静哉②
 今里　文弥②  上原　真人②
 三原　広大①  宮﨑　　亮②
 古賀　達郎①  堤　　友浩①

3 1 祐　誠  3,28.21 2 誠　修  3,29.63 3 伝習館  3,38.14 4 小　郡  3,43.27
 畑瀬　友貴②  平尾　城次①  水落　秀斗②  緒方　祐樹①
 児玉　佳季②  橋本　知典②  石橋　克也①  吉野　優翔②
 権藤　嘉記①  井手　翔慎①  古賀　風仁②  平田　健太①
 高尾　優樹①  大橋　建斗②  佐野　天馬②  諸藤　大揮①
三　井 棄権    三池工 棄権    
 藤本　　陸②  大﨑龍之介②
 渡邊　颯海②  坂本　廉斗②
 羽根　光稀①  奥園　英斗①
 田中　　翔①  平井　勇策②

09/02 男子 1 1 八女工  3,23.23 2 祐　誠  3,25.28 3 八　女  3,26.69 4 誠　修  3,27.18
4x400mR 決勝  坂田　翔帆②  高尾　優樹①  権藤　翔平②  大橋　建斗②

 中村　隼大①  児玉　佳季②  大石　　空①  橋本　知典②
 本木　健人②  権藤　嘉記①  松崎　翔也②  井手　翔慎①
 岩城　拓磨②  川嶋　卓也①  角　武有喜②  藤原　至誠①

5 伝習館  3,31.09 6 三　池  3,31.65 7 久留米  3,33.90 8 明　善  3,36.74
 水落　秀斗②  吉弘　季幸①  井上　雄太②  川原　一晃②
 佐野　天馬②  吉田滉一朗①  豊福　寛章②  堀田　啓介②
 石橋　克也①  山口　　颯①  三原　真人②  中山　俊介②
 古賀　風仁②  藤岡　　彦①  中溝　凌颯①  早田翔士郎②



クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
09/01 男子 1 1 古賀　勇武②  1.96 2 福嶌　達仁②  1.90 3 松尾　祐輝①  1.87 4 児玉　佳季②  1.75

走高跳 決勝 　祐　誠 　誠　修 　朝　倉 　祐　誠
5 樋口　大樹②  1.75 6 執行　弘樹①  1.70 7 萬谷　　光②  1.70 8 奥田　　光②  1.65

　八女工 　誠　修 　誠　修 　山　門
白井　誠哉① 棄権    西山欣史朗② 記録なし 武末　直也② 記録なし
　朝倉東 　八女工 　伝習館

09/02 男子 1 1 田尻　啄也②  3.00 2 松藤　光亮①  2.80 3 田中　　翔①  2.40
棒高跳 決勝 　山　門 　山　門 　三　井

09/01 男子 1 1 児玉　佳季②  6.90 2 岩野　航平①  6.56 3 渡邊　颯海②  6.41 4 橋本　敦士②  6.37
走幅跳 決勝 　祐　誠  +3.1 　祐　誠  +1.9 　三　井  +4.7 　三　池  +3.2

5 甲原　越喜①  6.32 6 橋本　　昇②  6.18 7 辻　　修平②  6.00 8 富永　健斗②  5.90
　祐　誠  +3.3 　八女工  +2.2 　八　女  +2.7 　ありあけ新世  +2.5

9 武田　伸哉①  5.71 10 末永　良太②  5.70 11 奥本幸一郎②  5.60 12 本松　智彰①  5.50
　誠　修  +1.8 　八女学院  +3.4 　八　女  +1.5 　八女工  +2.7

13 柿本　将太①  5.49 14 山下　功誠①  5.45 15 久冨伸太郎①  5.28 16 福嶌　達仁②  5.07
　八女工  +2.2 　八　女  +1.2 　山　門  +1.3 　誠　修  +2.0

17 緒方　康祐②  5.01 18 中村　佳人①  4.59 19 吉塚　輝人①  4.55 20 鳥越　崇大①  3.85
　久留米  +0.9 　久留米商  +1.6 　朝倉東  +1.1 　八女学院  +3.0
田中　誠也② 棄権    秋吉　翔太② 棄権    大﨑龍之介② 記録なし 藤原　至誠① 記録なし
　南　筑 　朝倉東 　三池工 　誠　修

09/02 男子 1 1 橋本　敦士②  13.37 2 森部　翔太②  13.18 3 渡邊　颯海②  12.91 4 大﨑龍之介②  12.64
三段跳 決勝 　三　池 +1.2 　祐　誠 +1.7 　三　井 +1.3 　三池工 +1.4

5 奥田　　光②  12.41 6 橋本　　昇②  12.36 7 末永　良太②  12.16 8 諸富　　翔①  11.72
　山　門 +1.0 　八女工 +1.0 　八女学院 +0.0 　祐　誠 +0.9

9 鹿田　　望①  11.52 10 石橋　克也①  11.41 11 濵武　尚人①  11.22 12 石場　勇祐②  10.84
　祐　誠 +1.8 　伝習館 +0.0 　福　島 +1.6 　久留米商 +1.4

13 久冨伸太郎①  10.72 緒方　康祐② 棄権    
　山　門 +1.5 　久留米

09/01 男子 1 1 稲葉　悠晟①  13.26 2 矢野竜一朗②  13.17 3 野中　李成②  12.67 4 江﨑　健人②  10.80
砲丸投 決勝 　祐　誠 　祐　誠 　八　女 　八女工

5 中井　健登②  10.34 6 古賀　正彦①  9.98 7 弥吉　拓哉②  9.51 8 大久保遥平②  9.02
　三　井 　祐　誠 　八　女 　浮羽究真館

9 原口　海成②  8.96 10 平田　良一①  8.00 11 牛島　和徳②  7.89 12 金重　駿平①  6.29
　南　筑 　八女学院 　福　島 　浮羽究真館

13 吉坂　　渉①  5.80 14 手嶋宗太郎①  5.36 一木　勇大① 棄権    
　有明高専 　朝倉光陽 　朝倉東

09/02 男子 1 1 甲木雄一朗②  31.10 2 野中　李成②  31.08 3 矢野竜一朗②  29.70 4 大隈　亮輔②  28.12
円盤投 決勝 　八女学院 　八　女 　祐　誠 　八　女

5 緒方　　伸①  27.92 6 岡崎　健太②  27.36 7 中井　健登②  27.10 8 松藤　圭汰①  27.04
　八女学院 　八　女 　三　井 　祐　誠

9 稲葉　悠晟①  25.71 10 蓮尾　拓也②  23.98 11 石松　健一②  23.14 12 牛島　和徳②  21.67
　祐　誠 　ありあけ新世 　朝倉光陽 (2314) 　福　島

13 吉坂　　渉①  20.72
　有明高専

09/01 男子 1 1 松嶋　恭平②  42.90 2 石松　健一②  41.24 3 古賀　正彦①  29.19 4 川原　良輔①  21.19
ﾊﾝﾏｰ投 決勝 　祐　誠 　朝倉光陽 　祐　誠 　祐　誠

5 大久保遥平②  19.12 6 手嶋宗太郎①  16.05
　浮羽究真館 　朝倉光陽



クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
09/02 男子 1 1 坂梨　康太②  50.85 2 松藤　圭汰①  49.18 3 弥吉　拓哉②  44.80 4 田中　裕人②  43.25

やり投 決勝 　八女学院 　祐　誠 　八　女 　山　門
5 諸冨　　魁①  42.64 6 平田　拓之②  42.05 7 佐藤　公彦①  39.77 8 成富裕次郎①  39.72

　八女学院 　八女学院 　八　女 　祐　誠
9 井上　修也②  36.16 10 鶴　　和仁①  35.06 11 岩下　凌佑②  34.95 12 田中　健太①  34.61

　八　女 　久留米商 　浮羽究真館 　有明高専
13 笹渕　匠汰①  33.41 14 堀　　真尚①  32.88 15 江﨑　健人②  31.24 秋吉　翔太② 記録なし

　伝習館 　朝倉東 　八女工 　朝倉東
新原　滉平② 記録なし 原口　海成② 棄権    
　ありあけ新世 　南　筑

09/01 男子 1 1 角　竜太朗①  11.47 2 脇　裕貴紘①  12.01 3 萬谷　　光②  12.02 4 楠　　章吾①  12.39
八種100m 決勝 +1.4 　八　女 (759) 　小　郡 (649) 　誠　修 (647) 　八　女 (576)

5 續山　誠人①  12.62 6 隅倉　歩夢①  12.95
　大牟田 (534) 　大牟田 (476)

09/01 男子 1 1 萬谷　　光②  55.19 2 角　竜太朗①  57.54 3 脇　裕貴紘①  58.08 4 楠　　章吾①  59.06
八種400m 決勝 　誠　修 (591) 　八　女 (501) 　小　郡 (481) 　八　女 (446)

5 隅倉　歩夢①  1,02.44 續山　誠人① 棄権    
　大牟田 (334) 　大牟田

09/02 男子 1 1 萬谷　　光②  4,59.63 2 楠　　章吾①  5,23.47 3 脇　裕貴紘①  5,34.66 4 角　竜太朗①  5,36.76
八種1500m 決勝 　誠　修 (562) 　八　女 (432) 　小　郡 (377) 　八　女 (367)

5 隅倉　歩夢①  6,03.63
　大牟田 (249)

09/02 男子 1 1 萬谷　　光②  17.91 2 脇　裕貴紘①  19.57 3 楠　　章吾①  19.90 4 角　竜太朗①  22.66
八種110mH 決勝 +1.5 　誠　修 (533) 　小　郡 (384) 　八　女 (357) 　八　女 (170)

隅倉　歩夢① 途中棄権 續山　誠人① 棄権    
　大牟田 　大牟田

09/02 男子 1 1 萬谷　　光②  1.75 2 角　竜太朗①  1.50 3 楠　　章吾①  1.45 4 脇　裕貴紘①  1.40
八種走高跳 決勝 　誠　修 (585) 　八　女 (389) 　八　女 (352) 　小　郡 (317)

5 隅倉　歩夢①  1.05 續山　誠人① 棄権    
　大牟田 (105) 　大牟田

09/01 男子 1 1 萬谷　　光②  5.32 2 楠　　章吾①  5.26 3 脇　裕貴紘①  5.06 4 角　竜太朗①  4.92
八種走幅跳 決勝 　誠　修  +2.3(445) 　八　女  +2.5(433) 　小　郡  +3.0(394) 　八　女  +2.8(367)

5 隅倉　歩夢①  4.34 續山　誠人① 棄権    
　大牟田  +1.9(262) 　大牟田

09/01 男子 1 1 萬谷　　光②  8.10 2 楠　　章吾①  6.88 3 角　竜太朗①  6.84 4 脇　裕貴紘①  5.54
八種砲丸投 決勝 　誠　修 (372) 　八　女 (300) 　八　女 (298) 　小　郡 (222)

5 隅倉　歩夢①  4.57 續山　誠人① 棄権    
　大牟田 (166) 　大牟田

09/02 男子 1 1 萬谷　　光②  33.03 2 角　竜太朗①  19.94 3 楠　　章吾①  19.72 4 脇　裕貴紘①  12.38
八種やり投 決勝 　誠　修 (342) 　八　女 (161) 　八　女 (158) 　小　郡 (62)

5 隅倉　歩夢①  10.81 續山　誠人① 棄権    
　大牟田 (42) 　大牟田

09/02 男子 1 1 萬谷　　光②  4077 2 楠　　章吾①  3054 3 角　竜太朗①  3012 4 脇　裕貴紘①  2886
八種競技 決勝 　誠　修 　八　女 　八　女 　小　郡

5 隅倉　歩夢①  1634 續山　誠人① 途中棄権
　大牟田 　大牟田



クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
09/01 女子 1 1 山下　　遼②  12.81 2 江﨑　優理②  13.10 3 竹下優美亜①  13.38 4 青柳　希美①  13.49

100m 予選 +1.6 　八女工 　三　潴 　誠　修 　大牟田
5 平田　千晴①  13.93 6 福山　沙希①  16.08 山口　美遥① 棄権    立花　玲奈① 棄権    

　朝　倉 　輝翔館 　山　門 　朝倉東
2 1 中野　瑠花②  12.88 2 角　　優花①  13.39 3 小島留知亜②  13.53 4 前原　悠香①  13.77

+1.1 　八女工 　八　女 　明　善 　伝習館
5 藤島　　梓②  14.11 6 東原　早紀②  14.17 7 木下　緋音①  14.32 8 立石　歩美②  15.60

　祐　誠 　山　門 　ありあけ新世 　朝倉光陽
3 1 岩佐　彩弥②  12.88 2 松尾　知夏②  13.05 3 古賀　千夏②  13.90 4 富安　実穂②  14.09

+1.3 　久留米 　八女工 　山　門 　八　女
5 井上　史子①  14.24 6 武藤真裕美①  14.73 坂寺　美咲② 棄権    

　輝翔館 　明光学園 　三　池
4 1 野口由利江②  13.07 2 宮川奈都美②  13.24 3 窪山　有紀①  13.85 4 中尾　有花①  14.04

+3.6 　久留米商 　伝習館 　小　郡 　祐　誠
5 片山　朝蘭①  14.85 6 落田　佑香②  15.15 丸山　里菜② 棄権    

　福　島 　浮羽究真館 　久留米学園
5 1 緒方　文香①  12.77 2 伊藤明日香②  13.53 3 齊藤　帆南①  13.66 4 古賀　章子②  14.08

+3.4 　誠　修 　浮羽究真館 　久留米 　伝習館
5 岩橋　琴莉②  14.26 6 揚村　　茜①  15.11 吉田　　萌① 棄権    

　久留米商 　有明高専 　大牟田
6 1 野口　眞里①  12.96 2 蒲池　美鈴②  13.00 3 寺松　真歩①  13.58 4 岩根　沙綾②  13.76

+1.4 　八　女 　祐　誠 　誠　修 　輝翔館
5 松尾　理加①  14.29 6 藤原　歩美②  14.48 7 日野ももこ①  14.94

　明光学園 　久留米 　浮羽究真館
09/01 女子 1 1 中野　瑠花②  12.68 2 緒方　文香①  12.82 3 松尾　知夏②  12.88 4 野口　眞里①  12.98

100m 準決勝 +2.1 　八女工 　誠　修 　八女工 　八　女
5 江﨑　優理②  13.28 6 竹下優美亜①  13.50 7 小島留知亜②  13.55 8 伊藤明日香②  13.63

　三　潴 　誠　修 　明　善 　浮羽究真館
2 1 山下　　遼②  12.35 2 岩佐　彩弥②  12.76 3 蒲池　美鈴②  13.01 4 野口由利江②  13.07

+2.6 　八女工 　久留米 　祐　誠 　久留米商
5 青柳　希美①  13.37 6 寺松　真歩①  13.56 7 宮川奈都美②  13.59 角　　優花① 記録なし

　大牟田 　誠　修 　伝習館 　八　女
09/01 女子 1 1 山下　　遼②  12.31 2 中野　瑠花②  12.59 3 岩佐　彩弥②  12.67 4 松尾　知夏②  12.73

100m 決勝 +2.5 　八女工 　八女工 　久留米 　八女工
5 緒方　文香①  12.76 6 野口　眞里①  12.83 7 蒲池　美鈴②  12.88 8 野口由利江②  12.92

　誠　修 　八　女 　祐　誠 　久留米商
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09/02 女子 1 1 山下　　遼②  26.22 2 野口　眞里①  27.13 3 野口　　萌②  27.59 4 小島留知亜②  28.09

200m 予選 +1.6 　八女工 　八　女 　久留米 　明　善
5 末藤　実希②  28.44 6 尾崎加代子①  29.61 7 松尾　理加①  30.02 立石　歩美② 棄権    

　三　池 　朝　倉 　明光学園 　朝倉光陽
2 1 中野　瑠花②  26.90 2 青柳　希美①  27.39 3 森田千代香②  28.64 4 藤原　歩美②  29.74

+1.3 　八女工 　大牟田 　三池工 　久留米
5 藤吉　里奈②  30.91 6 落田　佑香②  31.52 平山　咲樹② 棄権    澤田　純麗① 棄権    

　久留米商 　浮羽究真館 　三　池 　小　郡
3 1 長谷川加奈①  27.43 2 松尾　知夏②  27.51 3 田城　　葵②  28.09 4 隈本　有貴①  28.99

+1.6 　誠　修 　八女工 　伝習館 　浮羽究真館
5 大内田紗也①  29.16 6 東原　早紀②  29.73 7 岩橋　琴莉②  30.71

　朝　倉 　山　門 　久留米商
4 1 池田　衣里②  26.37 2 山口　　和②  27.02 3 宮川奈都美②  28.32 4 馬場菜々美②  28.71

-0.1 　誠　修 　八　女 　伝習館 　三池工
5 平松　知紗①  30.69 6 永田絵里奈①  36.61 今村　姫奈① 棄権    

　浮羽究真館 　三　井 　山　門
5 1 岩佐　彩弥②  26.68 2 緒方　文香①  26.79 3 蒲池　美鈴②  26.82 4 平田　千晴①  28.46

+1.5 　久留米 　誠　修 　祐　誠 　朝　倉
5 野口由利江②  28.87 6 古賀　章子②  29.62 坂寺　美咲② 棄権    黒岩　麗香① 棄権    

　久留米商 　伝習館 　三　池 　三　井
09/02 女子 1 1 山下　　遼②  25.63 2 中野　瑠花②  26.09 3 野口　眞里①  26.88 4 長谷川加奈①  27.30

200m 準決勝 +1.1 　八女工 　八女工 　八　女 　誠　修
5 青柳　希美①  27.38 6 野口　　萌②  27.64 7 末藤　実希②  28.29 田城　　葵② 棄権    

　大牟田 　久留米 　三　池 　伝習館
2 1 池田　衣里②  26.11 2 岩佐　彩弥②  26.26 3 蒲池　美鈴②  26.70 4 松尾　知夏②  26.79

+0.2 　誠　修 　久留米 　祐　誠 　八女工
5 山口　　和②  26.82 6 緒方　文香①  27.04 7 小島留知亜②  28.18 宮川奈都美② 棄権    

　八　女 　誠　修 　明　善 　伝習館
09/02 女子 1 1 山下　　遼②  25.53 2 池田　衣里②  25.81 3 岩佐　彩弥②  26.08 4 中野　瑠花②  26.42

200m 決勝 +0.6 　八女工 　誠　修 　久留米 　八女工
5 野口　眞里①  26.65 6 蒲池　美鈴②  26.85 7 松尾　知夏②  26.89 8 長谷川加奈①  27.37

　八　女 　祐　誠 　八女工 　誠　修
09/01 女子 1 1 池田　衣里②  1,00.21 2 渡邉　　杏②  1,02.82 3 末藤　実希②  1,06.23 4 尾崎加代子①  1,09.56

400m 予選 　誠　修 　八　女 　三　池 　朝　倉
5 秋満　晴香①  1,10.00 6 鶴　　望加②  1,13.81 塩崎可南子② 棄権    

　久留米 　山　門 　輝翔館
2 1 山口　　和②  1,01.12 2 笠間　美帆②  1,03.65 3 神坂穂乃花①  1,05.49 4 野口　　萌②  1,07.11

　八　女 　三　池 　朝　倉 　久留米
5 隈本　有貴①  1,09.35 6 森田千代香②  1,10.41 平田　理紗② 棄権    

　浮羽究真館 　三池工 　山　門
3 1 長谷川加奈①  1,01.01 2 西見　泉美②  1,01.21 3 平田　葉月①  1,07.04 4 福嶋るり子②  1,09.31

　誠　修 　明　善 　三　池 　浮羽究真館
5 松藤　花奈②  1,11.06 6 野中加奈子②  1,12.22 齊藤　帆南① 棄権    

　伝習館 　久留米商 　久留米
4 1 田中　紗衣②  59.92 2 前田　明峰②  1,00.47 3 宮原　佳美②  1,07.16 4 佐々木優衣②  1,09.80

　八　女 　誠　修 　伝習館 　浮羽究真館
5 藤吉　里奈②  1,10.84 6 平塚　祐美①  1,11.76

　久留米商 　輝翔館



クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
09/01 女子 1 1 池田　衣里②  58.07 2 田中　紗衣②  59.43 3 山口　　和②  59.76 4 前田　明峰②  1,00.05

400m 決勝 　誠　修 　八　女 　八　女 　誠　修
5 西見　泉美②  1,00.23 6 長谷川加奈①  1,00.66 7 渡邉　　杏②  1,02.09 8 笠間　美帆②  1,02.15

　明　善 　誠　修 　八　女 　三　池
09/02 女子 1 1 前田　明峰②  2,23.09 2 田中　紗衣②  2,23.56 3 萩尾　真子①  2,26.08 4 吉田　香菜①  2,26.54

800m 予選 　誠　修 　八　女 　大牟田 　三　池
5 深川　千紘②  2,34.85 6 佐々木優衣②  2,37.18 7 桐原　寧々①  2,40.12 8 松藤　花奈②  2,45.39

　久留米高専 　浮羽究真館 　ありあけ新世 　伝習館
塩崎可南子② 棄権    
　輝翔館

2 1 佐藤　花南②  2,29.32 2 高倉　千裕②  2,29.35 3 仲　　優美②  2,29.39 4 宮原　佳美②  2,35.17
　朝　倉 　浮羽究真館 　誠　修 　伝習館

5 井島　梨花②  2,41.71 6 小川　美波①  2,45.03 7 筑紫　友美②  2,52.09 8 近藤　澄怜②  3,05.48
　大牟田 　山　門 　久留米高専 　有明高専

3 1 西見　泉美②  2,25.01 2 椛島なつは①  2,26.80 3 村上　美貴①  2,27.72 4 中村　優花②  2,34.13
　明　善 　誠　修 　柳　川 　久留米高専

5 笹渕　円加①  2,36.71 6 鶴　　望加②  2,46.42 7 石橋　裕理②  2,59.27 林　　瑞穂① 棄権    
　三　池 　山　門 　伝習館 　大牟田

09/02 女子 1 1 西見　泉美②  2,17.57 2 田中　紗衣②  2,18.90 3 前田　明峰②  2,19.38 4 佐藤　花南②  2,23.71
800m 決勝 　明　善 　八　女 　誠　修 　朝　倉

5 萩尾　真子①  2,26.17 6 吉田　香菜①  2,27.21 7 椛島なつは①  2,29.75 8 高倉　千裕②  2,35.41
　大牟田 　三　池 　誠　修 　浮羽究真館

09/01 女子 1 1 高橋　　奏②  4,39.88 2 浦岡　由芽②  4,46.70 3 馬渡　　遥②  4,51.52 4 佐藤　花南②  4,54.78
1500m 決勝 　柳　川 　大牟田 　大牟田 　朝　倉

5 吉田　　遥①  4,55.35 6 吉田　香菜①  4,55.85 7 村上　美貴①  4,57.45 8 仲　　優美②  5,01.63
　柳　川 　三　池 　柳　川 　誠　修

9 中村　優花②  5,06.20 10 東原安由子②  5,06.53 11 椛島なつは①  5,07.05 12 近藤瑛里佳①  5,09.77
　久留米高専 　伝習館 　誠　修 　小　郡

13 高倉　千裕②  5,15.95 14 椛島　爽乃①  5,16.81 15 笹渕　円加①  5,18.55 16 末永　美咲①  5,19.99
　浮羽究真館 　誠　修 　三　池 　伝習館

17 深川　千紘②  5,31.08 18 國武　　葵①  5,31.68 19 池田　有那①  5,31.93 20 桐原　寧々①  5,34.25
　久留米高専 　久留米 　ありあけ新世 　ありあけ新世

21 國分　真佑①  5,34.75 22 小川　美波①  5,38.66 23 筑紫　友美②  5,47.24 小林絵梨菜① 棄権    
　久留米 　山　門 　久留米高専 　大牟田
中野　里彩② 棄権    
　八　女

09/02 女子 1 1 高橋　　奏②  9,45.97 2 馬渡　　遥②  9,56.47 3 浦岡　由芽②  10,10.43 4 萩尾　真子①  10,13.56
3000m 決勝 　柳　川 　大牟田 　大牟田 　大牟田

5 白石　莉理②  10,17.58 6 吉田　　遥①  10,40.74 7 中野　里彩②  11,16.74 8 近藤瑛里佳①  11,22.99
　柳　川 　柳　川 　八　女 　小　郡

9 池田　有那①  12,03.11 10 今村　朱里②  12,39.81
　ありあけ新世 　伝習館



クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
09/01 女子 1 1 江﨑　優理②  15.77 2 大淵　　遥②  17.60 3 角　　優花①  17.97 4 山口　美樹②  21.64

100mH 予選 +1.5 　三　潴 　大牟田 　八　女 　朝倉光陽
木下　緋音① 棄権    澤田　純麗① 棄権    井口　花乃① 棄権    
　ありあけ新世 　小　郡 　誠　修

2 1 犬塚　　愛②  17.39 2 成清　恵理②  17.62 3 後藤　花奈①  17.99 4 中山　愛梨①  18.19
+1.5 　誠　修 　八　女 　大牟田 　誠　修

5 大内田紗也①  18.27 立花　玲奈① 棄権    
　朝　倉 　朝倉東

09/01 女子 1 1 江﨑　優理②  15.47 2 大淵　　遥②  16.92 3 成清　恵理②  17.18 4 犬塚　　愛②  17.62
100mH 決勝 +1.8 　三　潴 　大牟田 　八　女 　誠　修

5 後藤　花奈①  17.63 6 大内田紗也①  17.90 7 中山　愛梨①  18.32 角　　優花① 棄権    
　大牟田 　朝　倉 　誠　修 　八　女

09/02 女子 1 1 笠間　美帆②  1,08.16 2 井口　花乃①  1,08.20 3 犬塚　　愛②  1,12.91 4 福嶋るり子②  1,15.56
400mH 予選 　三　池 　誠　修 　誠　修 　浮羽究真館

5 平塚　祐美①  1,24.82
　輝翔館

2 1 渡邉　　杏②  1,09.18 2 平田　葉月①  1,14.23 3 伊藤明日香②  1,18.24 4 中山　愛梨①  1,19.60
　八　女 　三　池 　浮羽究真館 　誠　修

09/02 女子 1 1 渡邉　　杏②  1,06.33 2 井口　花乃①  1,06.46 3 笠間　美帆②  1,06.87 4 平田　葉月①  1,11.76
400mH 決勝 　八　女 　誠　修 　三　池 　三　池

5 犬塚　　愛②  1,12.20 6 福嶋るり子②  1,12.73 7 伊藤明日香②  1,16.32 8 中山　愛梨①  1,17.75
　誠　修 　浮羽究真館 　浮羽究真館 　誠　修

09/02 女子 1 1 園田　夏菜①  27,44.47 2 四ヶ所夢香①  27,56.86 3 古賀　玲奈①  30,31.06 4 田辺みずき②  30,31.08
5000mW 決勝 　柳　川 　柳　川 　誠　修 　浮羽究真館

5 大石　萌加①  31,59.39 6 堀江香奈恵②  32,42.47 7 中山　光姫①  34,42.79
　誠　修 　浮羽究真館 　浮羽究真館

09/01 女子 1 1 八　女  50.96 2 久留米  52.01 3 三　池  52.38 4 祐　誠  52.74
4x100mR 予選  成清　恵理②  藤原　歩美②  平田　葉月①  藤島　　梓②

 野口　眞里①  野口　　萌②  笠間　美帆②  片桐　瑠花①
 山口　　和②  齊藤　帆南①  末藤　実希②  中尾　有花①
 渡邉　　杏②  岩佐　彩弥②  坂寺　美咲②  蒲池　美鈴②

5 久留米商  54.42 6 朝　倉  55.11
 岩橋　琴莉②  尾崎加代子①
 野口由利江②  平田　千晴①
 諸藤　未夢②  神坂穂乃花①
 藤吉　里奈②  大内田紗也①

2 1 誠　修  50.84 2 八女工  51.20 3 伝習館  52.85 4 小　郡  54.20
 竹下優美亜①  松尾　知夏②  古賀　章子②  森川　朋美①
 池田　衣里②  山下　　遼②  宮川奈都美②  中ノ瀬幸恵②
 緒方　文香①  中野　瑠花②  前原　悠香①  窪山　有紀①
 堀江　朱音②  梅崎　京香①  田城　　葵②  澤田　純麗①

5 山　門  55.23 6 輝翔館  58.18 大牟田 棄権    
 古賀　千夏②  井上　史子①  大淵　　遥②
 今村　姫奈①  岩根　沙綾②  吉田　　萌①
 山口　美遥①  平塚　祐美①  後藤　花奈①
 東原　早紀②  福山　沙希①  青柳　希美①



クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
09/02 女子 1 1 八　女  50.39 2 誠　修  50.53 3 八女工  50.69 4 久留米  51.63

4x100mR 決勝  成清　恵理②  竹下優美亜①  松尾　知夏②  藤原　歩美②
 野口　眞里①  池田　衣里②  山下　　遼②  野口　　萌②
 山口　　和②  緒方　文香①  中野　瑠花②  齊藤　帆南①
 渡邉　　杏②  堀江　朱音②  梅崎　京香①  岩佐　彩弥②

5 三　池  52.20 6 伝習館  52.26 7 祐　誠  52.79 8 小　郡  53.81
 平田　葉月①  古賀　章子②  藤島　　梓②  森川　朋美①
 笠間　美帆②  宮川奈都美②  片桐　瑠花①  中ノ瀬幸恵②
 末藤　実希②  前原　悠香①  中尾　有花①  窪山　有紀①
 坂寺　美咲②  田城　　葵②  蒲池　美鈴②  澤田　純麗①

09/01 女子 1 山　門 伝習館 八　女 三　池
4x400mR 予選  小川　美波①  東原安由子②  田中　紗衣②  笠間　美帆②

 鶴　　望加②  田城　　葵②  成清　恵理②  坂寺　美咲②
 平田　理紗②  松藤　花奈②  山口　　和②  末藤　実希②
 東原　早紀②  宮原　佳美②  渡邉　　杏②  平山　咲樹②

2 久留米商 浮羽究真館 誠　修 大牟田
 諸藤　未夢②  伊藤明日香②  仲　　優美②  大淵　　遥②
 野口由利江②  落田　佑香②  池田　衣里②  吉田　　萌①
 岩橋　琴莉②  佐々木優衣②  前田　明峰②  後藤　花奈①
 藤吉　里奈②  高倉　千裕②  椛島なつは①  青柳　希美①
朝　倉
 佐藤　花南②
 尾崎加代子①
 神坂穂乃花①
 平田　千晴①

09/02 女子 1 1 誠　修  3,58.64 2 八　女  3,59.76 3 三　池  4,14.50 4 朝　倉  4,17.28
4x400mR 決勝  長谷川加奈①  野口　眞里①  末藤　実希②  平田　千晴①

 前田　明峰②  田中　紗衣②  平田　葉月①  佐藤　花南②
 緒方　文香①  渡邉　　杏②  平山　咲樹②  大内田紗也①
 池田　衣里②  山口　　和②  笠間　美帆②  神坂穂乃花①

5 伝習館  4,21.51 6 浮羽究真館  4,23.13 7 久留米商  4,34.95 8 山　門  4,39.39
 宮原　佳美②  隈本　有貴①  野口由利江②  東原　早紀②
 田城　　葵②  高倉　千裕②  諸藤　未夢②  平田　理紗②
 末永　美咲①  福嶋るり子②  野中加奈子②  小川　美波①
 東原安由子②  伊藤明日香②  藤吉　里奈②  鶴　　望加②

09/01 女子 1 1 馬場菜々美②  1.60 2 吉武　美友①  1.51 3 山口　　舞①  1.45 4 古賀　矜香①  1.40
走高跳 決勝 　三池工 　八　女 　誠　修 　久留米

5 松﨑　麻美①  1.35 6 片桐　瑠花①  1.25
　福　島 　祐　誠

09/02 女子 1 1 原田　彩希①  5.39 2 堀江　朱音②  5.03 3 吉田　　萌①  4.97 4 中尾　有花①  4.95
走幅跳 決勝 　祐　誠  +2.2 　誠　修  +2.5 　大牟田  +0.0 　祐　誠  -0.6

5 藤島　　梓②  4.88 6 窪山　有紀①  4.74 7 高尾　優李②  4.73 8 栁瀬　智予②  4.64
　祐　誠  +0.0 　小　郡  +0.2 　誠　修  +0.0 　朝倉東  -0.2

9 山口　　舞①  4.50 10 古賀　千夏②  4.38 11 成清　恵理②  4.32 12 後藤　花奈①  4.27
　誠　修  +2.1 　山　門  +1.1 　八　女  +0.4 　大牟田  +1.8

13 石橋　怜奈②  4.19 14 神坂穂乃花①  4.12 15 武藤真裕美①  3.96 16 今村　姫奈①  3.66
　山　門  +1.1 　朝　倉  -0.1 　明光学園  +2.0 　山　門  +0.0

17 平松　知紗①  2.94 富安　実穂② 棄権    山口　美樹② 棄権    
　浮羽究真館  +0.8 　八　女 　朝倉光陽



クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
09/02 女子 1 1 西林　佑真②  9.57 2 井上　史子①  8.03 3 藤原　未波①  7.91 4 野田実紗希②  7.61

砲丸投 決勝 　祐　誠 　輝翔館 　南　筑 　三　井
5 西山　輝慧②  7.60 6 中ノ瀬幸恵②  6.38 7 森川　朋美①  6.20 8 皆本　紗知②  6.09

　山　門 　小　郡 　小　郡 　ありあけ新世
中村　　文① 棄権    中村　早貴② 棄権    吉川みくる② 棄権    
　山　門 　輝翔館 　有明高専

09/01 女子 1 1 西林　佑真②  35.02 2 松尾　綺子②  25.47 3 西山　輝慧②  24.52 4 皆本　紗知②  22.32
円盤投 決勝 　祐　誠 　三　潴 　山　門 　ありあけ新世

5 中村　　文①  16.46 中島つぐみ① 棄権    吉川みくる② 棄権    
　山　門 　久留米 　有明高専

09/01 女子 1 1 山下　千知②  37.92 2 森川　朋美①  32.22 3 熊丸　支都②  32.00 4 野田実紗希②  28.80
やり投 決勝 　祐　誠 　小　郡 　明　善 　三　井

5 松尾　綺子②  27.90 6 平田　理紗②  25.95 7 中ノ瀬幸恵②  25.68 8 荒巻奈々世②  25.47
　三　潴 　山　門 　小　郡 　誠　修

9 森　　　瞳②  24.03 10 諸藤　未夢②  23.90 11 福山　沙希①  23.63 12 岩根　沙綾②  23.62
　ありあけ新世 　久留米商 　輝翔館 　輝翔館

13 大淵　　遥②  22.21 14 山口　美遥①  21.94 15 能塚　詩音①  21.72 16 石橋　怜奈②  21.24
　大牟田 　山　門 　八女学院 　山　門

17 藤原　未波①  20.80 18 服部　文佳①  19.32 19 西峯千香子①  18.56 田中侑葵乃① 棄権    
　南　筑 　明光学園 　伝習館 　祐　誠

09/01 女子 1 1 井島　愛理②  28.29 2 諸藤　未夢②  28.76 3 吉田　智美①  28.88 4 高尾　優李②  29.13
七種200m 決勝 +1.7 　誠　修 (608) 　久留米商 (572) 　誠　修 (563) 　誠　修 (545)

5 前田　未來②  30.56 6 森　　　瞳②  32.46
　ありあけ新世 (444) 　ありあけ新世 (324)

09/02 女子 1 1 高尾　優李②  2,37.52 2 井島　愛理②  2,39.80 3 諸藤　未夢②  2,47.96 4 前田　未來②  2,55.57
七種800m 決勝 　誠　修 (602) 　誠　修 (575) 　久留米商 (485) 　ありあけ新世 (407)

5 森　　　瞳②  3,07.49
　ありあけ新世 (299)

09/01 女子 1 1 高尾　優李②  17.55 2 前田　未來②  19.36 3 森　　　瞳②  19.80 4 諸藤　未夢②  19.98
七種100mH 決勝 +0.7 　誠　修 (536) 　ありあけ新世 (357) 　ありあけ新世 (319) 　久留米商 (304)

5 吉田　智美①  20.93 6 井島　愛理②  21.71
　誠　修 (230) 　誠　修 (176)

09/01 女子 1 1 諸藤　未夢②  1.45 2 高尾　優李②  1.40 3 森　　　瞳②  1.35 4 前田　未來②  1.25
七種走高跳 決勝 　久留米商 (566) 　誠　修 (512) 　ありあけ新世 (460) 　ありあけ新世 (359)

5 井島　愛理②  1.20 6 吉田　智美①  1.15
　誠　修 (312) 　誠　修 (266)

09/02 女子 1 1 高尾　優李②  4.93 2 森　　　瞳②  4.16 3 諸藤　未夢②  3.98 4 前田　未來②  3.64
七種走幅跳 決勝 　誠　修  +1.9(540) 　ありあけ新世  +0.2(345) 　久留米商  +0.5(303) 　ありあけ新世  +1.3(229)

5 井島　愛理②  2.99 吉田　智美① 棄権    
　誠　修  +1.7(105) 　誠　修

09/01 女子 1 1 諸藤　未夢②  7.06 2 高尾　優李②  7.01 3 井島　愛理②  5.69 4 吉田　智美①  5.55
七種砲丸投 決勝 　久留米商 (339) 　誠　修 (336) 　誠　修 (252) 　誠　修 (243)

5 森　　　瞳②  5.32 6 前田　未來②  4.90
　ありあけ新世 (228) 　ありあけ新世 (202)

09/02 女子 1 1 諸藤　未夢②  25.86 2 森　　　瞳②  24.03 3 高尾　優李②  22.92 4 前田　未來②  15.09
七種やり投 決勝 　久留米商 (398) 　ありあけ新世 (364) 　誠　修 (343) 　ありあけ新世 (198)

5 井島　愛理②  11.95 吉田　智美① 棄権    
　誠　修 (141) 　誠　修



クラス 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録 順 氏　　　名 記　録
月/日 種目名 ラウンド 組 風力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力 位 所　属　名 風　力
09/02 女子 1 1 高尾　優李②  3414 2 諸藤　未夢②  2967 3 森　　　瞳②  2339 4 前田　未來②  2196

七種競技 決勝 　誠　修 　久留米商 　ありあけ新世 　ありあけ新世
5 井島　愛理②  2139 吉田　智美① 途中棄権

　誠　修 　誠　修



月/日 種目名 ラウンド 組 順位 選　手　名 所　属　名 －１－ －２－ －３－ －４－ －５－ －６－ 記　録 事 由
09/01 男子 1 児玉　佳季② 祐　誠 6.65 6.61 X 6.54 6.90 X 6.90

走幅跳 決勝 1 ｺﾀﾞﾏ ﾖｼｷ 南部 +2.2 +1.3 +3.9 +2.9 +3.1 +2.9 +3.1  
2 岩野　航平① 祐　誠 4.83 6.55 6.56 X 6.43 X 6.56

ｲﾜﾉ ｺｳﾍｲ 南部 +3.4 +1.3 +1.9 +1.2 +2.0 +3.3 +1.9  
3 渡邊　颯海② 三　井 X X 5.98 6.24 6.14 6.41 6.41

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｻﾞﾐ 南部 +1.3 +3.1 +3.1 +3.8 +1.9 +4.7 +4.7  
4 橋本　敦士② 三　池 X 6.36 6.37 X X X 6.37

ﾊｼﾓﾄ ｱﾂｼ 南部 +2.2 +2.4 +3.2 +2.5 +1.8 +2.7 +3.2  
5 甲原　越喜① 祐　誠 6.15 6.15 6.24 6.09 X 6.32 6.32

ｺｳﾊﾗ ｴﾂｷ 南部 +2.4 +1.4 +1.6 +0.9 +1.9 +3.3 +3.3  
6 橋本　　昇② 八女工 5.93 5.94 X X X 6.18 6.18

ﾊｼﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ 南部 +2.2 +2.1 +1.9 +2.5 +1.9 +2.2 +2.2  
7 辻　　修平② 八　女 5.89 6.00 5.75 5.83 5.79 5.76 6.00

ﾂｼﾞ ｼｭｳﾍｲ 南部 +2.3 +2.7 +2.8 +3.1 +1.5 +3.6 +2.7  
8 富永　健斗② ありあけ新世 5.71 5.62 5.69 4.64 5.77 5.90 5.90

ﾄﾐﾅｶﾞ ｹﾝﾄ 南部 +2.6 +2.0 +1.4 +2.1 +1.8 +2.5 +2.5  
9 武田　伸哉① 誠　修 5.71 X X    5.71

ﾀｹﾀﾞ ｼﾝﾔ 南部 +1.8 +2.8 +2.3    +1.8  
10 末永　良太② 八女学院 5.70 5.35 5.50    5.70

ｽｴﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀ 南部 +3.4 +1.0 +1.3    +3.4  
11 奥本幸一郎② 八　女 5.60 5.55 X    5.60

ｵｸﾓﾄ ｺｳｲﾁﾛｳ 南部 +1.5 +1.6 +1.9    +1.5  
12 本松　智彰① 八女工 5.50 - -    5.50

ﾓﾄﾏﾂ ﾄﾓｱｷ 南部 +2.7      +2.7  
13 柿本　将太① 八女工 5.29 X 5.49    5.49

ｶｷﾓﾄ ｼｮｳﾀ 南部 +2.3 +1.8 +2.2    +2.2  
14 山下　功誠① 八　女 X X 5.45    5.45

ﾔﾏｼﾀ ｺｳｾｲ 南部 +2.9 +3.3 +1.2    +1.2  
15 久冨伸太郎① 山　門 5.28 5.05 5.14    5.28

ﾋｻﾄﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 南部 +1.3 +1.6 +1.5    +1.3  
16 福嶌　達仁② 誠　修 4.65 5.07 4.86    5.07

ﾌｸｼﾏ ﾀﾂﾋﾄ 南部 +1.6 +2.0 +3.9    +2.0  
17 緒方　康祐② 久留米 5.01 4.88 X    5.01

ｵｶﾞﾀ ｺｳｽｹ 南部 +0.9 +3.1 +2.2    +0.9  
18 中村　佳人① 久留米商 4.52 4.38 4.59    4.59

ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾄ 南部 +1.2 +2.0 +1.6    +1.6  
19 吉塚　輝人① 朝倉東 4.01 4.55 4.19    4.55

ﾖｼﾂﾞｶ ｷｯﾄ 南部 +2.6 +1.1 +1.3    +1.1  
20 鳥越　崇大① 八女学院 3.85 O O    3.85

ﾄﾘｺﾞｴ ﾀｶﾋﾛ 南部 +3.0 +3.0 +2.1    +3.0  
大﨑龍之介② 三池工 記録なし
ｵｵｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 南部
藤原　至誠① 誠　修 記録なし
ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｾｲ 南部
秋吉　翔太② 朝倉東 棄権    
ｱｷﾖｼ ｼｮｳﾀ 南部
田中　誠也② 南　筑 棄権    
ﾀﾅｶ ｾｲﾔ 南部



月/日 種目名 ラウンド 組 順位 選　手　名 所　属　名 －１－ －２－ －３－ －４－ －５－ －６－ 記　録 事 由
09/02 男子 1 橋本　敦士② 三　池 12.82 13.25 X X 13.37 X 13.37

三段跳 決勝 1 ﾊｼﾓﾄ ｱﾂｼ 南部 +0.2 +0.3 +1.6 +0.6 +1.2 +0.9 +1.2  
2 森部　翔太② 祐　誠 12.83 13.07 12.61 13.18 12.62 11.03 13.18

ﾓﾘﾍﾞ ｼｮｳﾀ 南部 +1.0 +1.7 +1.1 +1.7 +0.7 +0.9 +1.7  
3 渡邊　颯海② 三　井 12.17 12.73 12.39 12.56 12.91 12.60 12.91

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｻﾞﾐ 南部 +1.3 +1.9 +1.3 +0.5 +1.3 +0.7 +1.3  
4 大﨑龍之介② 三池工 12.64 12.20 X 12.63 12.23 X 12.64

ｵｵｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 南部 +1.4 +0.1 +0.2 +0.9 +0.5 +1.3 +1.4  
5 奥田　　光② 山　門 12.31 11.97 12.41 11.89 O 11.67 12.41

ｵｸﾀﾞ ﾋｶﾙ 南部 +1.1 +1.0 +1.0 +0.5 +0.5 +0.1 +1.0  
6 橋本　　昇② 八女工 X 12.29 12.25 X 12.36 12.36 12.36

ﾊｼﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ 南部 +2.1 +1.6 +0.3 +0.0 +1.0 +1.1 +1.0  
7 末永　良太② 八女学院 11.54 12.16 11.73 10.55 10.40 11.79 12.16

ｽｴﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀ 南部 +0.9 +0.0 +0.7 +0.0 +1.7 +0.6 +0.0  
8 諸富　　翔① 祐　誠 11.19 X 11.72 11.30 11.67 X 11.72

ﾓﾛﾄﾞﾐ ｶｹﾙ 南部 +1.7 +0.2 +0.9 +0.0 +0.8 +0.8 +0.9  
9 鹿田　　望① 祐　誠 11.52 11.48 11.50    11.52

ｼｶﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 南部 +1.8 +0.3 +0.7    +1.8  
10 石橋　克也① 伝習館 11.27 11.41 X    11.41

ｲｼﾊﾞｼ ｶﾂﾔ 南部 +1.7 +0.0 +1.4    +0.0  
11 濵武　尚人① 福　島 X 11.21 11.22    11.22

ﾊﾏﾀｹ ﾅｵﾄ 南部 +1.0 +0.8 +1.6    +1.6  
12 石場　勇祐② 久留米商 10.84 10.73 10.71    10.84

ｲｼﾊﾞ ﾕｳｽｹ 南部 +1.4 +0.9 +0.0    +1.4  
13 久冨伸太郎① 山　門 10.72 10.69 X    10.72

ﾋｻﾄﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 南部 +1.5 +0.0 +1.1    +1.5  
緒方　康祐② 久留米 棄権    
ｵｶﾞﾀ ｺｳｽｹ 南部

09/01 男子 1 萬谷　　光② 誠　修 5.32 4.53 5.13    5.32
八種走幅跳 決勝 1 ﾖﾛｽﾞﾔ ﾋｶﾙ 南部 +2.3 +1.7 +1.6    +2.3 (445)

2 楠　　章吾① 八　女 5.19 5.05 5.26    5.26
ｸｽ ｼｮｳｺﾞ 南部 +1.1 +2.7 +2.5    +2.5 (433)

3 脇　裕貴紘① 小　郡 X 4.83 5.06    5.06
ﾜｷ ﾕｷﾋﾛ 南部 +3.7 +2.1 +3.0    +3.0 (394)

4 角　竜太朗① 八　女 4.63 4.92 4.65    4.92
ｽﾐ ﾘｭｳﾀﾛｳ 南部 +2.5 +2.8 +2.9    +2.8 (367)

5 隅倉　歩夢① 大牟田 4.34 4.31 X    4.34
ｽﾐｸﾗ ｱﾕﾑ 南部 +1.9 +4.1 +2.5    +1.9 (262)
續山　誠人① 大牟田 棄権    
ﾂﾂﾞｷﾔﾏ ﾏｻﾄ 南部



月/日 種目名 ラウンド 組 順位 選　手　名 所　属　名 －１－ －２－ －３－ －４－ －５－ －６－ 記　録 事 由
09/02 女子 1 原田　彩希① 祐　誠 5.39 - - - - - 5.39

走幅跳 決勝 1 ﾊﾗﾀﾞ ｻｷ 南部 +2.2      +2.2  
2 堀江　朱音② 誠　修 4.51 4.72 5.03 4.90 4.86 4.85 5.03

ﾎﾘｴ ｱｶﾈ 南部 -1.1 +0.0 +2.5 +1.0 -0.1 -0.4 +2.5  
3 吉田　　萌① 大牟田 4.93 - - - 4.97 - 4.97

ﾖｼﾀﾞ ﾓｴ 南部 -0.5    +0.0  +0.0  
4 中尾　有花① 祐　誠 X 4.46 4.95 4.76 4.83 4.92 4.95

ﾅｶｵ ﾕｳｶ 南部 +0.0 +0.0 -0.6 +1.1 -0.2 +0.2 -0.6  
5 藤島　　梓② 祐　誠 4.84 4.71 4.74 4.87 4.49 4.88 4.88

ﾌｼﾞｼﾏ ｱｽﾞｻ 南部 +1.4 +1.0 -0.2 -0.1 -0.6 +0.0 +0.0  
6 窪山　有紀① 小　郡 4.62 X 4.67 4.50 4.52 4.74 4.74

ｸﾎﾞﾔﾏ ﾕｷ 南部 +0.0 +0.4 +1.1 +0.4 +0.0 +0.2 +0.2  
7 高尾　優李② 誠　修 4.73 X X 4.70 4.70 4.68 4.73

ﾀｶｵ ﾕｳﾘ 南部 +0.0 -0.3 +1.6 +0.0 -0.1 +0.3 +0.0  
8 栁瀬　智予② 朝倉東 4.59 4.60 X 4.64 4.44 X 4.64

ﾔﾅｾ ﾄﾓﾖ 南部 +1.5 +0.1 +1.2 -0.2 +0.0 +0.1 -0.2  
9 山口　　舞① 誠　修 4.44 4.30 4.50    4.50

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲ 南部 +0.0 -0.9 +2.1    +2.1  
10 古賀　千夏② 山　門 4.15 4.01 4.38    4.38

ｺｶﾞ ﾁﾅﾂ 南部 +1.9 +0.0 +1.1    +1.1  
11 成清　恵理② 八　女 3.99 4.32 3.87    4.32

ﾅﾘｷﾖ ｴﾘ 南部 +1.4 +0.4 +0.0    +0.4  
12 後藤　花奈① 大牟田 X 4.18 4.27    4.27

ｺﾞﾄｳ ｶﾅ 南部 +1.6 +1.1 +1.8    +1.8  
13 石橋　怜奈② 山　門 4.15 4.19 4.18    4.19

ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲﾅ 南部 +0.0 +1.1 +0.6    +1.1  
14 神坂穂乃花① 朝　倉 4.07 4.12 X    4.12

ｶﾐｻｶ ﾎﾉｶ 南部 +0.3 -0.1 +1.8    -0.1  
15 武藤真裕美① 明光学園 3.85 3.96 3.90    3.96

ﾑﾄｳ ﾏﾕﾐ 南部 +1.1 +2.0 +1.4    +2.0  
16 今村　姫奈① 山　門 3.66 3.46 3.24    3.66

ｲﾏﾑﾗ ﾋﾅ 南部 +0.0 +1.8 +0.6    +0.0  
17 平松　知紗① 浮羽究真館 2.94 O -    2.94

ﾋﾗﾏﾂ ﾁｻ 南部 +0.8 +0.6     +0.8  
山口　美樹② 朝倉光陽 棄権    
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｷ 南部
富安　実穂② 八　女 棄権    
ﾄﾐﾔｽ ﾐﾎ 南部

09/02 女子 1 高尾　優李② 誠　修 4.93 4.74 4.72    4.93
七種走幅跳 決勝 1 ﾀｶｵ ﾕｳﾘ 南部 +1.9 +2.4 +2.2    +1.9 (540)

2 森　　　瞳② ありあけ新世 4.11 4.16 4.01    4.16
ﾓﾘ ﾋﾄﾐ 南部 +0.9 +0.2 +0.6    +0.2 (345)

3 諸藤　未夢② 久留米商 3.93 3.93 3.98    3.98
ﾓﾛﾌｼﾞ ﾐﾕｳ 南部 +1.5 +1.0 +0.5    +0.5 (303)

4 前田　未來② ありあけ新世 3.40 3.64 X    3.64
ﾏｴﾀﾞ ﾐｸ 南部 +2.2 +1.3 +1.3    +1.3 (229)

5 井島　愛理② 誠　修 X X 2.99    2.99
ｲｼﾞﾏ ｱｲﾘ 南部 +2.1 +1.2 +1.7    +1.7 (105)
吉田　智美① 誠　修 棄権    
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾐ 南部



月/日 ｸﾗｽ／種目名順位 選手名／所属名 総合得点 100m 走幅跳 砲丸投 400m 110mH やり投 走高跳 1500m 事 由
09/01 男子 1 萬谷　　光② 12.02 5.32 8.10 55.19 17.91 33.03 1.75 4,59.63

～ 八種競技  誠　修 4077  +1.4  +2.3    +1.5    
09/02 南部 647 445 372 591 533 342 585 562

2 楠　　章吾① 12.39 5.26 6.88 59.06 19.90 19.72 1.45 5,23.47
 八　女 3054  +1.4  +2.5    +1.5    

南部 576 433 300 446 357 158 352 432
3 角　竜太朗① 11.47 4.92 6.84 57.54 22.66 19.94 1.50 5,36.76

 八　女 3012  +1.4  +2.8    +1.5    
南部 759 367 298 501 170 161 389 367

4 脇　裕貴紘① 12.01 5.06 5.54 58.08 19.57 12.38 1.40 5,34.66
 小　郡 2886  +1.4  +3.0    +1.5    

南部 649 394 222 481 384 62 317 377
5 隅倉　歩夢① 12.95 4.34 4.57 1,02.44 NM 10.81 1.05 6,03.63

 大牟田 1634  +1.4  +1.9    +1.5    
南部 476 262 166 334 0 42 105 249

續山　誠人① 途中棄権
 大牟田

南部

月/日 ｸﾗｽ／種目名順位 選手名／所属名 総合得点 100mH 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m 事 由
09/01 女子 1 高尾　優李② 17.55 1.40 7.01 29.13 4.93 22.92 2,37.52

～ 七種競技  誠　修 3414  +0.7    +1.7  +1.9    
09/02 南部 536 512 336 545 540 343 602  

2 諸藤　未夢② 19.98 1.45 7.06 28.76 3.98 25.86 2,47.96
 久留米商 2967  +0.7    +1.7  +0.5    

南部 304 566 339 572 303 398 485  
3 森　　　瞳② 19.80 1.35 5.32 32.46 4.16 24.03 3,07.49

 ありあけ新世 2339  +0.7    +1.7  +0.2    
南部 319 460 228 324 345 364 299  

4 前田　未來② 19.36 1.25 4.90 30.56 3.64 15.09 2,55.57
 ありあけ新世 2196  +0.7    +1.7  +1.3    

南部 357 359 202 444 229 198 407  
5 井島　愛理② 21.71 1.20 5.69 28.29 2.99 11.95 2,39.80

 誠　修 2139  +0.7    +1.7  +1.7    
南部 176 312 252 608 105 141 575  

吉田　智美① 途中棄権
 誠　修

南部


