
大会名１ 第３７回福岡県高等学校新人陸上競技対校選手権大会
大会名２ 福岡県筑豊ブロック予選会

期　　日 平成27年9月5日(土) 9月6日(日)

陸 協 名　 福　岡
主催団体 福岡県高等学校体育連盟
会　　場 嘉麻市嘉穂総合グランド

大会ｺｰﾄﾞ 05402011
競技場ｺｰﾄﾞ 401030

総　　務 中村　久充
審 判 長 ﾄﾗｯｸ 金子　洋一

跳躍 中村　忠紀
投擲 中村　忠紀

記録主任 城田　尚一

技術総務 脇添　寿男
風向風力 有門　浩一



男
主催 ９月５日（土）
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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

技術総務 脇添　寿男
坂田旭之輔② 筑豊

気　　圧
88 9691 84 80 83

記録主任 城田　尚一
湿　　度 73 76 70 67 64 61

投擲 中村　忠紀24.5 25.0 23.029.0 23.5 25.5気　　温 26.5 25.5 27.5 28.0 28.0

森　　優大② 近大福岡0.00.7 1.1 1.3 0.6 0.0
25.5

審 判 長 跳躍 中村　忠紀
金子　洋一

風　　速 1.0 1.3 0.9 1.1 2.1 1.0

ﾄﾗｯｸ西 北 北東南 西 西
最 優 秀 選 手

風　　向 東 北西 西 西
雨 雨曇り 曇り 曇り曇り 曇り 曇り 曇り 曇り

総　　務 中村　久充 風向風力 有門　浩一
参加人員 133 名 天　　候 曇り

12 13 14 1515 16 17 10 1110
曇り

13 1412 13 14 15 16 17

点 大和青藍 3 点

参加学校 13 校 １時間毎 10 11

点 鞍手 9 点 嘉穂総合 6点 嘉穂 20 点 直方 16

11 12

点

フィールド 飯塚 42 点 筑豊 28 点 鞍手竜徳 23

点 田川 4 点 東鷹・嘉穂東 1点 鞍手 21 点 筑豊 6点 飯塚 47 点 嘉穂 46トラック 近大福岡 63 点 直方 60

鞍手竜徳 23 点 田川 7 点鞍手 36 点 筑豊 34 点総　　合 飯塚 89 点 直方 81 点 嘉穂 66 点 近大福岡 63 点

  
幸田　　蓮② 鞍手 柴田　　亘② 直方

八種競技  3959  3367     
筑豊 野見山大地② 嘉穂 釜崎　竜佑① 直方

 35.46  27.08
梶嶋　哲樹② 嘉穂総合 井上　雅喜② 嘉穂 篠﨑星史郎② 嘉穂 福本　優雅① 鞍手 竹内　雄太② 直方塔野  修太①

や り 投  51.28  43.14  40.59  40.04  39.88  38.93
筑豊 横矢　知剛② 鞍手竜徳 小田　航平① 飯塚

 33.48  26.28
坂田旭之輔② 筑豊 永井　聖己② 鞍手竜徳 石嵜皓士郎② 飯塚 吉福　寛輝② 鞍手竜徳 中野　貴幸① 筑豊田積　航希②

ﾊ ﾝ ﾏ ｰ 投  51.25  42.82  42.63  40.73  39.38  34.58
嘉穂 永井　聖己② 鞍手竜徳 友石　晴己① 田川

 24.58  23.76
山本　有斗① 筑豊 横矢　知剛② 鞍手竜徳 坂田旭之輔② 筑豊 村瀬　優輝② 筑豊 石嵜皓士郎② 飯塚吉福　寛輝②

円 盤 投  30.83  30.73  28.45  26.64  25.60  24.70
大和青藍 小田　航平① 飯塚 友石　晴己① 田川

 7.67  7.67
山本　有斗① 筑豊 矢野　雄己② 直方 田積　航希② 鞍手竜徳 秋吉　颯樹② 田川 矢加部　巧② 嘉穂豊永    誠①

砲 丸 投  12.26  9.54  9.32  9.13  9.13  8.16
鞍手 坂田　達彦① 嘉穂東 村木　賢吾② 直方

  
古賀　敦志① 飯塚 国広龍之介① 飯塚 森　　康暢① 飯塚 塩川　景太②

三 段 跳  13.04(+-0)  12.23(+-0)  11.94(+-0)  11.60(+-0)  11.51(+-0)  11.28(+-0)
飯塚 村木　賢吾② 直方 武藤　竜也② 田川

 5.38 -1.4  5.29 -0.3
犬丸　晴次② 嘉穂 柴田　　亘② 直方 古賀　敦志① 飯塚 国広龍之介① 鞍手 坂田　達彦① 嘉穂東塩川　景太②

走 幅 跳  6.25 -0.8  5.86 -1.4  5.76 -1.8  5.59 -0.4  5.57 -0.9  5.46 +0.3

  
石坂　魁星① 飯塚

棒 高 跳  3.20      
飯塚 谷口　友太① 直方

  
亀谷　好曠② 鞍手 髙橋　竜一② 鞍手竜徳 末田　未来① 飯塚 内田　涼平①

走 高 跳  1.80  1.80  1.75  1.70  1.50  
古賀　敦志① 木内　志祐②

山中　悠生②
長濱　　駿① 二宮　大成① 野上　幸伸② 吉岡　　純②

国広龍之介① 吉田　一誠① 綾部  拓人①
原田　竜冶①梶原　直紀②

髙井　翔午② 山倉　直樹② 佐藤　義清② 亀谷　好曠②
鞍手 月原京四郎①

山本　大河②
森　　優大② 近大福岡 若藤　勇輝② 嘉穂 岩井　雄大② 直方 安河内優樹②

山野　渉太① 中村　祐大② 南薗　祐利②
嘉穂東 髙橋　竜一② 鞍手竜徳飯塚 北原　　渚① 筑豊 佐々木　慎②

4x400mR 花村　拓海② 犬丸　晴次② 倉田　颯大① 前田　流弥②

佐藤　　翼② 横矢　知剛②
 3,27.84  3,32.59  3,36.70  3,36.72  3,39.99  3,43.80

山倉　直樹② 古賀　敦志① 梶原　直紀②
 3,47.29  3,57.62

森　　優大② 前田　流弥② 倉田　颯大①
田中愼之介① 内田　涼平①

武藤　竜也② 田川 髙橋　竜一② 鞍手竜徳
長濱　　駿① 吉岡　　純② 野上　幸伸②

犬丸　晴次② 嘉穂 国広龍之介① 飯塚 綾部  拓人① 嘉穂東
木森　正浩① 原田　竜冶①南薗　祐利②

藤川慎太郎① 近大福岡 亀谷　好曠② 鞍手 岩井　雄大② 直方
若藤　勇輝② 石坂　魁星①

 46.91  48.33  49.14
4x100mR 野見山　麟② 安永　　奏② 佐藤　義清② 豊永    誠① 山本　大河②畠井　聖矢②

 44.14  44.63  44.91  45.54  46.74
近大福岡 小野山翔大① 嘉穂 平松  裕貴① 近大福岡

   
稲永　東馬② 嘉穂 領家　光一① 直方 東　　駿佑②

5000mW  26,59.45  29,10.19  33,16.03  34,53.92
飯塚 安永　彬人① 飯塚 東　　駿佑②

 38,12.69

   
寺田　　響② 飯塚 岩城　歩夢② 直方 中川　壮真② 近大福岡

3000mSC  10,05.82  10,32.06  10,38.61  10,48.67
直方 白水　純治① 直方 中並　諒太①

 12,00.17

 1,02.38  1,02.91  1,06.81
岩井　雄大② 直方 北原　　渚① 筑豊 中村　聡治① 嘉穂 髙橋　英愼① 嘉穂東 末田　未来① 飯塚嘉穂 山倉　直樹②

400mH  57.96  1,00.75  1,01.90  1,02.03
鞍手 中村　聡治① 直方 中並　諒太①

 1,02.32

   
風：+1.5 山倉　直樹② 嘉穂 岩井　雄大② 直方 前田　流弥② 嘉穂
110mH  15.70  16.56  16.61  17.01

直方 石橋  圭太② 飯塚 高野　凌汰②
 18.70

 17,20.56  17,35.61  17,48.73
藤原　稜大② 飯塚 中山　広貴① 飯塚 岸本　拓三② 近大福岡 田中　優大① 嘉穂 織尾  　寿① 直方直方 川口　諒也①

5000m  15,50.78  16,13.33  16,16.32  16,18.86
飯塚 吉田　鶴斗① 飯塚 二宮　大成①

 16,26.65

 4,25.76  4,25.97  4,26.69
藤原　稜大② 飯塚 岸本　拓三② 直方 石橋  圭太② 近大福岡 山本　拓哉② 直方 吉田　啓登① 近大福岡嘉穂 川口　諒也①

1500m  4,09.45  4,18.05  4,19.39  4,19.87
嘉穂 山野　渉太① 飯塚 稲永　東馬②

 4,24.82

 2,07.42  2,08.01  2,11.13
森　　優大② 近大福岡 花村　拓海② 近大福岡 二宮　大成① 直方 吉田　鶴斗① 飯塚 月原京四郎① 飯塚嘉穂 山本　拓哉②

800m GR 1,56.85 GR 1,58.33  2,03.15  2,04.39
鞍手 若藤　勇輝② 嘉穂 柴田　一輝①

 2,05.42

 53.51  54.23  54.57
森　　優大② 近大福岡 花村　拓海② 近大福岡 吉岡　　純② 直方 山野　渉太① 飯塚 中村　祐大② 筑豊近大福岡 野上　幸伸②

400m  50.83  50.99  52.02  52.56
直方 野見山　麟② 近大福岡 若藤　勇輝②

 53.00

 23.86  23.92  24.21
風：+0.0 長濱　　駿① 近大福岡 犬丸　晴次② 嘉穂 倉田　颯大① 田川 松岡    蒼② 東鷹 野上　幸伸② 直方嘉穂 佐藤　　翼②
200m GR 22.03  23.10  23.64  23.69

直方 佐藤　　翼② 田川 野見山　麟②
 23.79

 11.93  11.95
風：+0.3 長濱　　駿① 近大福岡 前田　流弥② 鞍手 倉田　颯大① 東鷹 佐藤　義清② 直方 安永　　奏② 鞍手近大福岡 松岡    蒼②

所　　属 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年） 所　　属
100m  10.95  11.55  11.65  11.67

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

 11.68  11.83

第３７回福岡県高等学校新人陸上競技対校選手権大会福岡県筑豊ブロック予選会
福 岡 県 高 等 学 校 体 育 連 盟
福 岡 陸 上 競 技 協 会 年 会 場 嘉麻市嘉穂総合グランド 陸 上 競 技 場

記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録



女
主催 ９月５日（土）

２０１５ ９月６日（日）
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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

技術総務 脇添　寿男

高谷都玖実② 近大福岡

気　　圧

88 9691 84 80 83

記録主任 城田　尚一

湿　　度 73 76 70 67 64 61

投擲 中村　忠紀24.5 25.0 23.029.0 23.5 25.5気　　温 26.5 25.5 27.5 28.0 28.0

上野　遙香② 近大福岡0.00.7 1.1 1.3 0.6 0.0

25.5

審 判 長 跳躍 中村　忠紀

金子　洋一

風　　速 1.0 1.3 0.9 1.1 2.1 1.0

ﾄﾗｯｸ西 北 北東南 西 西

最 優 秀 選 手

風　　向 東 北西 西 西

雨 雨曇り 曇り 曇り曇り 曇り 曇り 曇り 曇り

総　　務 中村　久充 風向風力 有門　浩一

参加人員 64 名 天　　候 曇り

12 13 14 15 16 1715 16 17 18 10 1110

曇り

13 1412 13 14 15 16 17 18

点 点

参加学校 9 校 １時間毎 10 11

点 大和青藍 5 点 筑豊 4点 嘉穂 8.5 点 鞍手 6

11 12

点

フィールド 近大福岡 60.5 点 鞍手竜徳 10 点 直方 10

点 筑豊 6 点 嘉穂東 5点 鞍手 12 点 鞍手竜徳 7点 嘉穂 15 点 田川 14トラック 近大福岡 135 点 直方 27

筑豊 10 点 嘉穂東 5 点鞍手竜徳 17 点 田川 14 点総　　合 近大福岡 206.5 点 直方 37 点 嘉穂 23.5 点 鞍手 18 点

  

本庄　初音② 近大福岡 鷹取　千寿① 近大福岡

七種競技  3377  2882     

嘉穂 髙下　愛海① 近大福岡 木村あすか② 鞍手竜徳

 19.15  17.50

満田　七海② 近大福岡 高谷都玖実② 近大福岡 此村　彩花① 筑豊 青木　結香② 嘉穂 菊武  弥央① 嘉穂肘井　朱里①

や り 投  32.65  32.38  29.70  29.10  28.20  24.68

直方 髙下　愛海① 近大福岡 本田真知子② 大和青藍

 16.52  16.40

高谷都玖実② 近大福岡 太田　紗矢② 鞍手竜徳 松岡　優花① 近大福岡 平田　梨名① 大和青藍 亀田　彩香② 田川久枝　明穂②

円 盤 投  31.33  30.78  27.79  24.16  23.57  19.12

鞍手竜徳 本田真知子② 大和青藍 木村あすか② 鞍手竜徳

 6.15  6.03

満田　七海② 近大福岡 松岡　優花① 近大福岡 平田　梨名① 直方 太田　紗矢② 大和青藍 久枝　明穂② 大和青藍井土麻里恵②

砲 丸 投  9.71  9.21  8.71  7.98  6.93  6.54

直方 浦　　彩音② 大和青藍 永山  桐子① 嘉穂

 4.25 +0.5  4.02 +0.0

中村優里愛① 近大福岡 藤嶋　華穂② 近大福岡 林　　美南② 近大福岡 野見山未妃② 田川 岩熊　萌衣① 鞍手亀田　彩香②

走 幅 跳  4.79 +0.1  4.50 +0.0  4.47 -0.2  4.45 +0.2  4.41 +0.0  4.30 +0.0

近大福岡 林　　美南② 近大福岡

  

才田　真寧② 鞍手 中村優里愛① 近大福岡 福田　葉音② 嘉穂 藤嶋　華穂②

走 高 跳  1.50  1.35  1.35＝2位  1.30  1.25  

井上　華花②吉岡茉里恵② 野見山未妃② 肘井　朱里① 森　咲津希②

齊藤　貴子①須山　千裕② 和泉　瑛里② 福田　葉音② 岩熊　萌衣①

鞍手 上野　綾華②藤井　真奈① 近大福岡 宮﨑姫香李① 直方 吉井瑠里華① 嘉穂 才田　真寧②

亀田　彩香②

田川

4x400mR 古屋　　愛② 栗田満美子② 池田　　萌② 小嶋　裕子①

 4,01.59  4,35.61  4,37.66  4,39.05  4,59.94  

木村あすか② 亀田　彩香②

  

須山　千裕② 池田　　萌② 野見山未妃②

太田　紗矢② 井上　華花②藤井　真奈① 原野くるみ② 宮﨑姫香李①

三浦　綾香① 鞍手竜徳 上野　綾華② 田川古屋　　愛② 近大福岡 吉井瑠里華① 嘉穂 栗田満美子② 直方

平山　佳奈② 齊藤　貴子①

   

4x100mR 冨永　貴子① 福田　葉音② 小島　美穂①

 50.92  55.52  56.21  57.13  59.33

近大福岡

   

上野　遙香② 近大福岡 八尋明日香② 近大福岡 梶原　実鈴①

5000mW GR 25,29.67  31,54.97  35,45.02  

直方 小嶋　裕子① 鞍手 武末　紗世①

 

   

須山　千裕② 近大福岡 立下　真希① 筑豊 栗田満美子② 近大福岡

400mH GR 1,04.89  1,16.39  1,16.83  1,17.44

近大福岡 栗田満美子② 直方 平山　佳奈②

 1,21.98

   
風：+0.9 本庄　初音② 近大福岡 鷹取　千寿① 近大福岡 武末　紗世① 鞍手竜徳

100mH  16.59  17.01  18.50  18.51

直方 平原沙莉香① 近大福岡 井上　華花②

 20.97

 13,13.01   

吉田　麗羅② 近大福岡 上野　遙香② 近大福岡 宮﨑姫香李① 直方田川 和泉　瑛里②

3000m GR 10,04.41  11,07.67  11,07.72  12,06.55

近大福岡 宮﨑姫香李① 直方 井上　華花②

 12,35.15

 5,50.24  5,52.34  6,02.29

吉田　麗羅② 近大福岡 岩田　紗良① 近大福岡 麻生聖知佳② 直方 齊藤　貴子① 田川 横江　亜美① 嘉穂東田川 和泉　瑛里②

1500m  4,46.37  4,56.27  5,01.53  5,06.71

近大福岡 井手田若葉① 嘉穂東 横江　亜美①

 5,41.62

 2,54.85   

吉岡茉里恵② 近大福岡 岩田　紗良① 近大福岡 麻生聖知佳② 田川嘉穂東 齊藤　貴子①

800m  2,16.17  2,18.55  2,26.46  2,45,84

近大福岡 森　咲津希② 鞍手 野見山未妃②

 2,51,49

 1,10.14  1,12.07  

古屋　　愛② 近大福岡 吉岡茉里恵② 近大福岡 須山　千裕② 筑豊 井手田若葉① 嘉穂東直方 立下　真希①

400m  58.32  59.15  59.89  1,04.44

近大福岡 森　咲津希② 鞍手 池田　　萌②

 1,04.92

 29.15  29.72  29.78
風：-0.1 古屋　　愛② 近大福岡 藤井　真奈① 近大福岡 冨永　貴子① 田川 小嶋　裕子① 鞍手 吉井瑠里華① 嘉穂嘉穂 上野　綾華②

200m  26.63  26.81  27.44  28.92

田川 池田　　萌② 嘉穂 平山　佳奈②

 28.96

 14.70  14.85
風：-0.1 藤井　真奈① 近大福岡 冨永　貴子① 近大福岡 上野　綾華② 嘉穂 三浦　綾香① 鞍手竜徳 浦　　彩音② 大和青藍鞍手竜徳 永山  桐子①

所　　属 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年） 所　　属

100m  13.07  13.46  13.83  13.89

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

 14.48  14.62

第３７回福岡県高等学校新人陸上競技対校選手権大会福岡県筑豊ブロック予選会
福 岡 県 高 等 学 校 体 育 連 盟
福 岡 陸 上 競 技 協 会 年 会 場 嘉麻市嘉穂総合グランド 陸 上 競 技 場

記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録



男 第３７回福岡県高等学校新人陸上競技対校選手権大会福岡県筑豊ブロック予選会

２０１５年９月５日(土)～９月６日(日) 会 場 嘉麻市嘉穂総合グランド 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 幸田　　蓮② 鞍手 3,959 11.80 +0.2 691 5.81 +0.8 546 6.97 306 55.62 574 2117 18.78 +0.2 452 24.00 216 1.80 627 5,02.15 547 1842

２ 柴田　　亘② 直方 3,367 12.39 +0.2 576 5.66 +0.1 514 8.46 394 1,01.03 379 1863 20.66 +0.2 299 30.52 307 1.60 426 5,15.77 472 1504

４

５

６

７

８

主　催　者　名

福岡県高等学校体育連盟 記録主任 城田　尚一

総　　務 中村　久充

福 岡 陸 上 競 技 協 会 ﾄﾗｯｸ 金子　洋一

跳躍 中村　忠紀

投擲 中村　忠紀

審 判 長 混成

八種競技得点表



女 第３７回福岡県高等学校新人陸上競技対校選手権大会福岡県筑豊ブロック予選会

２０１５年９月５日(土)～９月６日(日) 会 場 嘉麻市嘉穂総合グランド 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 本庄　初音② 近大福岡 3,377 17.56 +0.1 535 1.40 512 8.00 399 28.03 -0.3 628 2074 4.56 +0.0 443 24.78 378 2,48.26 482 1303

２ 鷹取　千寿① 近大福岡 2,882 17.78 +0.1 511 1.30 409 6.96 332 28.55 -0.3 588 1840 4.32 -0.4 384 16.80 230 2,53.45 428 1042

３

４

５

６

七種競技得点表

６

７

８

主　催　者　名

福岡県高等学校体育連盟 記録主任 城田　尚一

総　　務 中村　久充

福 岡 陸 上 競 技 協 会 ﾄﾗｯｸ 金子　洋一

跳躍 中村　忠紀

投擲 中村　忠紀

審 判 長 混成


