
男 第６８回全国高等学校陸上競技対校選手権大会福岡県中部ブロック予選会 ５月１５日（金）
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１日目 ２日目 ３日目 ◎は県大会出場権獲得
総　　務 風向風力

備　考 船戸　大輔③（東福岡）

（ ）の記録は予選、［］は準決勝 記録主任

 GRは大会新、EGRは大会タイ 吉武　達矢③（筑陽学園）
技術総務 吉村　明彦1004 1004 1005 1005 10051000 1000 1000 1000 10001002 1002 1000 1000気　　圧 1003 1004 1003 1003 1003

ｽﾀｰﾄ 城戸　善弘54 54 49 57 5486 77 75 81 8187 91 90 86

混成 山﨑　義秋 安永　信宏
湿　　度 69 68 76 71 91

26.0 25.5 25.519.5 19.0 22.5 24.519.2 19.0 20.0 20.1 19.7

瀬口　俊光
気　　温 26.4 27.0 25.6 24.0 22.5 23.0 22.5

審 判 長 投擲0.8 0.7 1.4 4.1 1.22.9 0.4 0.8 0.8 0.40.7 0.7 0.8 1.4風　　速 1.8 1.3 1.3 2.1 1.1

跳躍 波左間　宏西 南西 南西 西南西 南南西南 南西 南西 西 西北東 北西 南東 南東

最 優 秀 選手 ﾄﾗｯｸ 大神　和彦
風　　向 東 北東 北西 北東 南西

晴れ 晴れ 晴れ曇り 曇り 晴れ 晴れ曇り 曇り 曇り 曇り 曇り曇り 曇り 雨 曇り 雨
凌　  拓朗 溝田　康彦

参加人員 ９８８ 名 天　　候 晴れ 曇り

11 12 13 1414 15 16 17 1017 10 11 12 1311 12 13 14 15 16

点 点

参加学校 ４７ 校 １時間毎 10

９ 点 修猷館 ９ 点１３ 点 筑紫丘 １０ 点 純　真２２ 点 博多工 １４ 点 筑　紫

点

フィールド 福岡第一 ４３ 点 九州産業 ２４ 点 福　翔

９ 点 点１９ 点 修猷館 １３ 点 城　南
筑　紫

２６ 点 九州産業 ２１ 点 筑陽学園３１ 点 純　真 ３１ 点 東海大五

点 点

トラック 東福岡 ３２ 点 福岡大附大濠

２６ 点 東海大五 ２６ 点３３ 点 筑陽学園 ２６ 点 福　翔４４ 点 福岡大附大濠 ３３ 点 東福岡

的場　　力② 新　宮

総　　合 九州産業 ５２ 点 福岡第一 ４７ 点 純　真

藤原慎太郎② 東福岡 福永　脩生③ 福岡大附大濠 林　　弘人② 東福岡早瀬　巧太③ 筑紫丘 園田　高大③ 九州産業 丸田章太郎② 福岡西陵
 4509  4504  4444  3970

吉武　達矢③ 筑陽学園 堀内　大輝② 九州産業 森本健太郎② 純　真

玄　洋 岡田　昌典③ 中村三陽
八種競技 GR 5318  4776  4676  4675  4648  4554

福　翔 矢野　達也③ 糸　島 橋本　俊哉③ 福岡魁誠 山﨑　響己②筑紫丘 堤　　一師③ 筑　紫 新　健太郎③ 博多工 小平　真碁②
 51.42  49.90  48.13  47.32

小手川貴紀③ 純　真 穴見　一佐③ 西南学院 奥田　　遼③

柏　陵 林　　拓実② 純　真
や り 投  60.43  54.83  54.57  52.38  51.89  51.46

筑　紫 原田　拓人② 福　翔 長井　隆浩② 純　真 旭　　翔太③九州産業 海口　直弥③ 筑　紫 飛松　　聡③ 九州産業 松尾　弘平③
 42.81  39.44  38.23  38.10

笠　　大介③ 福　翔 坂本　捷人② 筑　紫 中島　大雅②

博多工 中村　保行③ 筑紫台
ﾊ ﾝ ﾏ ｰ投  52.86  51.05  48.81  48.69  46.97  46.40

筑　紫 小長井將貴③ 筑紫台 柴田悠貴生③ 城　南 厚谷　尭亮②福　翔 武本　俊輔③ 博多工 稲田　　涼② 福　翔 松尾　弘平③
 32.87  31.83  30.96  30.72

飛松　　聡③ 九州産業 野村　陽平③ 博多工 安部宗一郎②

純　真 池田　　就③ 東海大五
円 盤 投  41.55  41.53  38.39  35.28  33.37  32.95

武蔵台 小林　　駿③ 糸　島 長井　隆浩② 純　真 森本健太郎②博多工 小手川貴紀③ 純　真 桑井　孝樹③ 福岡大附大濠 小川　風雅③
 11.55  11.50  11.29  11.28

飛松　　聡③ 九州産業 稲田　　涼② 福　翔 野村　陽平③

城　南 平山　寛治② 筑紫丘
砲 丸 投  14.98  14.32  13.48  12.96  11.90  11.69

筑陽学園 平野　涼太① 筑　紫 伊勢麟太郎③ 福岡大附大濠 平野　信寛②福工大城東 古賀　　秀② 福岡第一 相馬奨之介① 福岡第一 平野　大智③
 13.47 +1.0  13.45 +0.5  13.32 +0.8  13.30 +1.7

毛利　亮太③ 福岡第一 山本　淳貴③ 修猷館 石王丸　歩③

筑陽学園 藤内　雄大① 修猷館
三 段 跳  14.54 +0.5  14.24 +1.5  14.08 +0.4  13.84 +2.7 (13.25 +0.7)  13.71 +1.4  13.49 +1.3

東福岡 片岡昴志朗③ 西南学院 西村　春紀② 福岡第一 平野　大智③修猷館 韮沢　大輔③ 福岡第一 山田　怜央③ 福岡工 登立　智大②
 6.61 +0.7  6.58 +1.6  6.52 +2.2 (6.44 -1.0)  6.50 +0.0

蒲池　諒伍③ 九州産業 毛利　亮太③ 福岡第一 飛永諒一郎③
走 幅 跳  7.06 +1.9  6.95 -3.3  6.85 -1.4  6.79 -1.5  6.78 +0.4  6.63 +1.7

福岡第一
    

小柳　聖斗③ 福岡第一 田之上資博③ 福岡第一 池崎　賢太①

筑紫丘
◎山田凌太郎③
安倍　嵩士②

福　翔
福岡大附大濠

棒 高 跳  4.30  2.70  2.50    

筑紫丘 北嶋諒太郎③ 修猷館 八木　颯太① 福　岡 永井　颯人③福　翔 松永　大聖③ 福岡第一 近堂健太郎③ 福岡中央 野中　悠真③

 1.85  1.85  1.85  1.83

野上　卓斗③ 福岡第一 竹内　康裕③ 筑紫丘 松岡真飛覇②

金　　正勲③
走 高 跳  1.94 (ｼﾞｬﾝﾌﾟｵﾌ 1.97)  1.94 (ｼﾞｬﾝﾌﾟｵﾌ 1.95)  1.94  1.85  1.85  1.85

渡邉　大地③ 佐藤　　樹③ 山本　　陵③三原　幹太① 垣内　　悠② 鉈落　宏樹③
村上　隆一③ 村山　　遼③

福田　紘平③ 船戸　大輔③ 大石　　遼③
大野　誠也② 崎山　　慧③ 木船　泰河②

西南学院
宮本　虎佑② 福重　光輝③ 東　孝太朗② 山﨑　一輝③ 山田　雄大③

筑紫丘 大津屋省吾③ 城　南 大庭　　凱② 宗　像 金子　建太③九州産業 唐川　雄大③ 筑　紫 東野　能知② 福岡大附大濠 杉町　草太③
今園凜太郎③

川野　　深③ 筑陽学園 中里駿太郎③ 東福岡 矢原　和明③ 修猷館 田中　悠貴③
迫　　研至③ 髙橋　樹生② 上原　功也③村尾　綱紀② 松尾　知哲② 渡邊　　嶺①
 3,28.13 (3,23.35)  3,28.46 (3,20.73)  3,22.06  3,23.19

4x400mR 林田　昌寿③ 井邉　光郁② 藤田　智大②
 3,17.45  3,17.51  3,20.78 (3,20.37)  3,21.42 (3,21.14)  3,22.35 (3,20.87)  3,26.99 (3,21.38)

前田　椋太① 安元　雅純③ 金　　正勲③西村　春紀② 杉町　草太③ 在国寺晃平②
安永　尚生②

船戸　大輔③ 畑田健太朗③ 藤田　智大② 東福　海星③
坂田滉司郎③ 伊藤　明博③ 平野　信寛②宮本　虎佑② 古賀　　秀② 渡邉　大地③原　　孝一② 東野　能知② 大石　　遼③

蒲池　諒伍③ 九州産業 宮田　竜輔③ 城　南 金子　建太③ 西南学院韮沢　大輔③ 福岡第一 迫　　研至③ 筑紫丘 宮地　洸葉② 筑　前
片岡昴志朗③

烏山　恵輔① 東福岡 橋本　真澄③ 福岡大附大濠 矢原　和明③ 修猷館 川野　　深③ 筑陽学園
寺田　康佑③ 常住　聖也① 江口　太一③福田　紘平③ 毛利　亮太③ 大石　将也②

 43.35 (42.40)  42.55 (42.50)  43.01 (42.85)
4x100mR 登立　智大② 江口　　輝① 山本　淳貴③

 42.00 (41.79)  42.37  42.43  42.57 (42.44)  42.70 (41.99)  42.80 (42.28)  43.02 (42.49)
筑紫丘筑　紫 境　　祐人② 宗　像 堤　　拓海② 光　陵 青木　一弘③

    
草場　祐人② 福岡工 森　　和樹③ 東海大五 谷本　輝一③

筑　前 古川　丈裕② 春　日
5000mW  23,28.99  23,32.09  23,33.91  26,10.06  28,25.69  28,36.01

東海大五 桑原　陶馬① 東海大五 田畑　佳浩③ 福岡大附大濠 江口　太郎②東海大五 青松　海処③ 筑　紫 中川　楓太③ 福岡大附大濠 泉　建史朗②
 10,02.20  10,05.56  10,06.33  10,08.04

上土井雅大③ 純　真 宮田　　僚③ 純　真 河野　泰毅③

福岡魁誠 宗　　駿斗③ 筑陽学園
3000mSC  9,21.96  9,36.82  9,40.71  9,57.10  10,01.36  10,01.77

東福岡 阿南　純也③ 筑陽学園 喜多　耕代③ 福岡魁誠 森﨑　公人③福　翔 福重　光輝③ 東福岡 佐藤　　樹③ 城　南 森本　伊織②
 56.15 (55.07)  58.87 (56.69)  55.61  55.70

中里駿太郎③ 東福岡 坂本　陸久③ 九　州 塚本　　新③

東福岡 早瀬　巧太③ 筑紫丘
400mH  53.36  54.33  54.50  55.73  55.75 (55.58)  55.84

筑陽学園 轟木　康陽③ 香住丘 東福　海星③ 筑陽学園 福田　冬弥③新　宮 坂本　陸久③ 九　州 水崎　直哉③ 福岡西陵 臼井　理泰②
 15.92 (15.69 +0.3)  15.93  15.84 -1.5  16.10 -1.5

風：-0.9 阿南　純也③ 筑陽学園 東野　能知② 福岡大附大濠 大島　弘豊③

純　真 長　　祐作② 東海大五
110mH  15.18  15.21  15.38  15.45  15.70  15.80 (15.75 -0.7)

九州産業 米倉　光祐② 東海大五 原富　慶季② 福岡大附大濠 脇山　隼斗①福岡大附大濠 青木　幸弥② 春　日 冨來　昌哲③ 春　日 吉永　　透③
 15,36.53  15,36.80  15,38.23  15,38.57

舟津　彰馬③ 福岡大附大濠 大保　海士② 東海大五 森　　泰雅②

純　真 藤本　　健③ 筑紫中央
5000m  15,00.61  15,00.96  15,18.25  15,18.27  15,31.85  15,35.37

宗　像 中嶋　孝哉③ 東海大五 青木　幸弥② 春　日 松岡　芳樹③東海大五 瀬里　航太② 福　岡 塩田　智大③ 福岡大附大濠 国武凛太郎②
 4,06.43  4,07.21  4,08.22  4,08.79

舟津　彰馬③ 福岡大附大濠 佐藤　友怜③ 純　真 大保　海士②

修猷館 瀬里　航太② 福　岡
1500m  3,58.88  4,00.80  4,02.77  4,06.16  4,06.37  4,06.38

福　岡 北山　　遼③ 光　陵 寺田　翔真② 東海大五 東　孝太朗②城　南 川添　勇生③ 東福岡 山﨑　一輝③ 九州産業 薦田　正輝②
 2,18.26 [1,57.27]  2,30.62 [1,57.20]  2,00.46 [1,58.68]  2,00.47 [1,58.77]

江口　弘貴③ 福岡魁誠 佐藤　友怜③ 純　真 大津屋省吾③

修猷館 金　　正勲③ 西南学院
800m  1,57.14  1,59.40 [1,57.18]  1,59.79 [1,58.68]  2,03.34 [1,58.09]  2,04.24 [1,59.20]  2,06.99 [1,58.31]

糸　島 松尾　礼哲③ 筑　紫 姫野　英星② 東福岡 大石　　遼③東海大五 田中　悠貴③ 九州産業 宮本　虎佑② 筑陽学園 藤田　　悠③
 55.46 (49.64)  55.88 [49.43]  49.96  50.76 [50.53]

船戸　大輔③ 東福岡 三浦　　歩③ 純　真 平島　　翼③

糸　島 迫　　研至③ 筑紫丘
400m  47.72 (GR 47.58)  49.07 [48.82]  49.70 [49.66]  50.29 [48.94]  51.57 [49.59]  55.23 [49.18]

筑陽学園 矢原　和明③ 修猷館 大神　耕介③ 東福岡 藤田　　悠③福　岡 平島　　翼③ 東海大五 原　　孝一② 東福岡 川野　　深③
 22.51 [22.31 -2.4]  27.56 [22.31 +1.5]  22.34 -1.3  22.48 -1.3

風：-0.5 辻　　隼人③ 九州産業 三浦　　歩③ 純　真 廣瀬　直也②

福岡大附大濠 森永　健太③ 香椎工
200m  21.63  21.86  21.98 [21.76 +1.5]  22.00  22.25  22.50 [22.35 -1.2]

西南学院 川野　　深③ 筑陽学園 原　　孝一② 東福岡 畑田健太朗③宗　像 宮田　竜輔③ 城　南 韮沢　大輔③ 福岡第一 安永　尚生②
 11.28  11.28 (11.17 -0.5)  11.31 (11.25 +0.0)  11.39 +0.6 (11.26 +0.2)

風：-0.3 辻　　隼人③ 九州産業 矢原　和明③ 修猷館 山本　　陵③

所　　属 氏　名（学年） 所　　属
100m  11.01 [11.00 -1.1]  11.08 [11.05 -1.1]  11.12 [11.03 +0.4]  11.19  11.22 (11.08 -0.2)  11.24

所　　属 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年）所　　属 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年）

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

記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録

福 岡 県 高 等 学 校 体 育 連 盟
福 岡 陸 上 競 技 協 会 ２０１５ 年 会 場 陸 上 競 技場
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 GRは大会新、EGRは大会タイ 記録主任

技術総務

  

吉村　明彦1004 1004 1005 1005 10051000 1000 1000 1000 10001002 1002 1000 1000気　　圧 1003 1004 1003 1003 1003

内田まどか③（筑紫女学園） 混成 河村　邦彦 安永　信宏54 49 57 5475 81 81 5490 86 86 77

ｽﾀｰﾄ 山﨑　義秋

湿　　度 69 68 76 71 91 87 91

26.0 25.5 25.519.5 19.0 22.5 24.519.2 19.0 20.0 20.1 19.7

瀬口　俊光

気　　温 26.4 27.0 25.6 24.0 22.5 23.0 22.5

1.4 4.1 1.20.8 0.4 0.8 0.70.8 1.4 2.9 0.4 0.8

波左間　宏

風　　速 1.8 1.3 1.3 2.1 1.1 0.7 0.7 審 判 長

跳躍

上田　百寧①（中村学園女） 投擲

西 南西 南西 西南西 南南西南 南西 南西 西 西北東 北西 南東 南東

最 優 秀 選手 ﾄﾗｯｸ 大神　和彦

風　　向 東 北東 北西 北東 南西

晴れ 晴れ 晴れ曇り 曇り 晴れ 晴れ曇り 曇り 曇り 曇り 曇り曇り 曇り 雨 曇り 雨

凌　　拓朗 溝田　康彦

参加人員 ５２２ 名 天　　候 晴れ 曇り

11 12 13 1414 15 16 17 1017 10 11 12 1311 12 13 14 15 16

点 点

参加学校 ４９ 校 １時間毎 10

４ 点５ 点 春　日
筑　紫

１３ 点 修猷館 １１ 点 筑紫女学園
福　翔

点

フィールド 中村学園女 ３０ 点 福大附属若葉 １９ 点 九州産業

９ 点 点１０ 点 香住丘 ９ 点 九州産業２２ 点 福大附属若葉 １８ 点 西南学院３３ 点 春　日 ２２ 点 東海大五

点 点

トラック 筑紫女学園 ６７ 点 中村学園女

１９ 点 西南学院 １０ 点２３ 点 東海大五 ２２ 点 修猷館４１ 点 春　日 ２６ 点 九州産業

山崎みすず② 筑紫女学園

総　　合 筑紫女学園 ８１ 点 中村学園女 ６３ 点 福大附属若葉

船橋　　彩③ 福岡雙葉 安倍　千尋② 福大附属若葉 北島　幸穂③ 中村学園女近藤　眞世② 筑紫女学園 橋本　沙季③ 筑紫丘 笹山実緒子② 九州産業

 3347  3344  3227  3106

内田まどか③ 筑紫女学園 徳重　真穂③ 純　真 重岡　真穂② 福大附属若葉

九　州 関　真由子② 福大附属若葉

七種競技  4223  4097  4093  3667  3590  3447

純　真 下川　珠八③ 福大附属若葉 塩手　瑛葉② 糸　島 前田　爽華③筑　紫 白水菜々子③ 九州産業 藤野　純奈② 博多女 児玉　美香②

 37.42  35.72  35.67  35.56

上田　百寧① 中村学園女 尾﨑　梨央③ 修猷館 柴山　　結③

修猷館 本田沙緒里③ 福大附属若葉

や り 投  44.32  39.29  38.65  38.30  37.89  37.43

福大附属若葉 有馬　唯乃③ 筑　紫 山本　瑤子③ 福岡中央 宮﨑　朋実③福大附属若葉 桃井里咲子① 筑　前 臼木さゆり③ 中村学園女 畠保　紗奈③

 27.61  27.24  26.40  25.29

古賀　瑞穂② 中村学園女 坂本朋奈美③ 中村学園女 熊本　菜奈③

筑　前 馬場　朱音① 玄　洋

円 盤 投  37.44  37.18  31.40  30.23  29.48  28.97

福大附属若葉 古藤　夢音① 博多女 臼木さゆり③ 中村学園女 桃井里咲子①中村学園女 寺﨑　友香② 福大附属若葉 毛屋友理枝③ 武蔵台 下川　珠八③

 9.63  9.16  9.14  8.98

宮脇　夕子③ 福大附属若葉 古賀　瑞穂② 中村学園女 上原　日和①

福岡第一 眞木みなみ② 福岡雙葉

砲 丸 投  11.20  10.93  10.74  10.67  10.37  10.05

福大附属若葉 甲斐　夏輝③ 福岡雙葉 外尾　彩奈③ 福　翔 稲付　清楓③春　日 徳重　真穂③ 純　真 常住　沙絢③ 中村学園女 藤井　　碧①

 5.14 +0.3  5.08 -2.0  5.08 -1.1  5.06 -1.3

三上　　彩③ 九州産業 下川万里奈③ 筑紫女学園 上妻　歩夢③

修猷館 重岡　真穂② 福大附属若葉

走 幅 跳  5.45 -1.8  5.42 -0.2  5.39 -0.6  5.31 +0.2  5.30 -1.8  5.24 +0.3

福岡雙葉 永園　莉奈② 福大附属若葉 亀井　麻里① 中村学園女 伊勢　　夏①九州産業 村田　　環③ 福大附属若葉 森　野乃花③ 福岡雙葉 江頭　美希②

 1.53  1.53 1.53（＝8位）  1.53

中井裕紀子③ 修猷館 川久保莉那② 福　翔 下川　栞奈③

上野　千裕②

走 高 跳  1.59  1.56  1.56  1.56  1.56  1.53

角　実由貴② 下田　紗己② 野田　千晴③大野　千裕② 寺井　菜月① 水城　花菜③

岡本　紗季② 沖　　有紗②

下川万里奈③ 黒岩　晶菜③ 紺藤　さわ③

松田明日香③ 東福　未来③ 竹下　姫涙②

宗　像

青木　光穂② 畠中さくら② 力丸はるき③ 原　みなみ③ 山本　陽菜③

福大附属若葉 上野佳那子③ 九州産業 久坂　桃花② 九　州 折居　鈴香②筑　紫 江頭　美希② 福岡雙葉 木下　真那② 西南学院 宇都宮朋果③

久野由紀子③

柳　亜里咲② 筑紫女学園 上田　悠花② 中村学園女 佐藤　有稀③ 筑　前 内田　綺音②

知念さやか② 髙原　夏織① 鷹尾　京香②矢野　汐理③ 宮原　　葵③ 田中　海来②

 4,04.83 (4,02.88)  4,07.65 (4,04.61)  4,02.92  4,06.70

4x400mR 井手美葉子③ 吉武　　咲③ 姫野　夏那②

 3,51.99  3,58.72  4,01.66  4,02.19 (4,02.10)  4,02.54  4,02.99

姫野　夏那② 眞木みなみ② 廣塚　暁帆①濱野　　咲③ 岡本　紗季② 的野　莉子②

大神　怜花②

柳　亜里咲② 渡邉　沙七③ 三上　　彩③ 上田　百寧①

矢野　汐理③ 大神　夕貴② 江頭　美希②上田　悠花② 山本　三奈② 久坂　桃花②青木　光穂② 大羽由理恵③ 上野佳那子③

木場　愛美③ 筑　前 宮原　　葵③ 福岡雙葉 中井裕紀子③ 修猷館上妻　歩夢③ 春　日 野田　千晴③ 九　州 三末　若菜② 筑　紫

大櫃　由羽②

下川万里奈③ 筑紫女学園 江田なつみ③ 福大附属若葉 知念かおり③ 九州産業 黒岩　晶菜③ 中村学園女

大野　千裕② 内藤　彩英② 寺井　菜月①永倉　もか② 武内　綾香① 鷹尾　京香②

 50.60 (49.95)  50.25  50.62 (50.53)

4x100mR 田代　純子③ 上野　純加③ 木村　安希①

 48.04 (47.86)  48.90 (48.64)  49.38 (48.61)  49.63 (49.04)  49.85 (49.79)  50.13 (49.53)  50.25 (49.82)

武蔵台 梶原　春華③ 博多女春　日 藤田はなの② 春　日 中田　瑞紀① 福大附属若葉 上原　恵美②

 32,37.44    

相原　菜央③ 福大附属若葉 安部　瑞希② 宗　像 伊藤　涼花②

福岡雙葉 佐藤　有稀③ 筑　前

5000mW  26,55.82  28,43.93  29,55.29  31,20.57  31,52.47  31,56.75

筑紫女学園 原　みなみ③ 筑　紫 宮原　　葵③香住丘 木下　真那② 西南学院 西山　真夢② 筑紫女学園 青木　光穂②

 1,08.42 (1,06.24)   1,04.90  1,05.01

下川万里奈③ 筑紫女学園 久坂　桃花② 九　州 猪口真悠子③

中村学園女 髙原　夏織① 九州産業

400mH  1,02.55  1,04.66  1,04.67  1,05.98 (1,05.12)  1,07.05 (1,06.03)  1,07.70 (1,05.11)

筑紫女学園 濱田　朋佳① 筑紫丘 竹下　姫涙② 九州産業 髙松　奈未①中村学園女 青木　光穂② 筑紫女学園 髙橋野乃子③ 須　恵 内田まどか③

 15.70 (15.40 +1.1)  16.90 (15.82 +0.1)  15.40 -0.7  15.72 -0.7
風：-0.4 上妻　歩夢③ 春　日 猪口真悠子③ 香住丘 永倉　もか②

東海大五 朝倉里佳子③ 福大附属若葉

100mH  14.60  14.86 (14.81 +1.1)  15.17  15.21  15.23  15.51 (15.45 +1.1)

福大附属若葉 椛島　千春② 春　日 池邉　奈美② 春　日 坂田　寧々①筑紫女学園 谷　真以子② 東海大五 田部真名佳③ 筑紫女学園 木戸　弥由③

 10,23.15  10,25.52  10,29.29  10,29.58

花田　咲絵② 筑紫女学園 福田妃加里③ 東海大五 仙田　　瑶③

東海大五 木戸　弥由③ 福大附属若葉

3000m  9,54.19  10,00.56  10,06.26  10,10.63  10,16.47  10,21.32

春　日 朝倉里佳子③ 福大附属若葉 光恒　悠里③ 純　真 立花　薫乃②東海大五 御崎　　舞① 筑紫女学園 大山　瑞稀① 筑紫女学園 池邉　奈美②

 4,42.64  4,42.82  4,43.58  4,46.83

花田　咲絵② 筑紫女学園 森　　理紗② 修猷館 福田妃加里③

筑　紫 合屋　奈夏① 東海大五

1500m  4,33.40  4,33.92  4,35.99  4,40.07  4,41.40  4,41.64

福岡西陵 光恒　悠里③ 純　真 御崎　　舞① 筑紫女学園 内田　綺音②東海大五 森　　理紗② 修猷館 大山　瑞稀① 筑紫女学園 金子　瑞貴③

 2,21.66 (2,21.37)  2,22.32 (2,19.44)  2,19.72  2,20.49

谷光　環奈③ 東海大五 水城　花菜③ 西南学院 工藤茉理亜③

筑紫女学園 大野　千裕② 筑　紫

800m  2,15.46  2,15.75  2,16.10  2,17.99  2,19.55  2,20.95

西南学院 久野由紀子③ 宗　像 宮原　　葵③ 福岡雙葉 井手美葉子③中村学園女 柳　亜里咲② 筑紫女学園 久坂　桃花② 九　州 木下　真那②

 1,02.27 [59.49]  1,02.61 [59.10]  59.97  1,00.40 [1,00.07]

黒岩　晶菜③ 中村学園女 日野　鮎奈② 筑紫丘 吉武　　咲③

春　日 江田なつみ③ 福大附属若葉

400m  57.73 [57.71]  58.27  58.74 [58.53]  59.03  59.21 [58.79]  1,00.99 [59.27]

筑紫女学園 日野　鮎奈② 筑紫丘 上野佳那子③ 九州産業 濱野　　咲③中村学園女 田代　純子③ 筑紫女学園 知念かおり③ 九州産業 柳　亜里咲②

 26.49 [26.17 +0.8]  26.53 [26.17 +0.8]  26.88 [26.32 +0.8]  26.41
風：-2.1 髙島　咲月③ 中村学園女 下川万里奈③ 筑紫女学園 黒岩　晶菜③

九　州 木村　安希① 九州産業

200m  25.55  25.74 [25.53 +0.8]  25.90  26.22  26.22 [26.08 -1.7]  26.30

中村学園女 姫野　夏那② 筑　前 木村　　葵③ 中村学園女 岡本　紗季②福大附属若葉 知念かおり③ 九州産業 佐々木真波③ 武蔵台 黒岩　晶菜③

 13.04  13.89 [12.97 -0.3]  12.90 +0.5  12.94 +0.5 (12.86 +1.4)

風：+0.2 上妻　歩夢③ 春　日 田代　純子③ 筑紫女学園 渡邉　沙七③

所　　属 氏　名（学年） 所　　属

100m  12.57 (12.53 +1.2)  12.57  12.59 (12.40 +0.8)  12.63  12.67  12.81 (12.65 +1.4)

所　　属 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年）所　　属 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年）

記　　録 記　　録 記　　録 記　　録

種　目 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年）

記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録

福 岡 県 高 等 学 校 体 育 連 盟
福 岡 陸 上 競 技 協 会 ２０１５ 年 会 場 陸 上 競 技場


