
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 久留米スポーツセンター

大会ｺｰﾄﾞ 05402008
競技場ｺｰﾄﾞ 401030

総　　務 鵜澤　　洋
審 判 長 ﾄﾗｯｸ 緒方　善政

跳躍 黒田　　昭
投擲 高原　　隆

記録主任 松藤　利彦

技術総務 安藤　政紀
風向風力 安徳　浩平



男
主催 ９月５日（土）

２０１５ ９月６日（日）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
月 参加

日 人員

9
5 53
9
6 56
9
5 39
9
6 35
9
5 45
9
6 25
9
5 18
9
6 21
9
6 9
9
5 6

9
18

6

9
15

6

9
5 13
9
6 2
9
5 33
9
6 13
9
5 12
9
6 12
9
5 6
9
6 16
9

5,6 7

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

福 岡 県 高 等 学 校 体 育 連 盟
福 岡 陸 上 競 技 協 会

記　　録

 11.03
所　　属氏　名（学年）

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

年

記　　録

久留米スポーツセンター

記　　録記　　録

 22.39  22.79
祐　誠

 23.08
角　　大地② 幸田大次郎② 八女工

水元　大雅②
 50.32

八女工
 50.69

角　　大地② 八女工 幸田大次郎②

三　池
 2,05.53

鐘江　浩哉②
 52.20

小　郡

三　池
 4,13.35

大牟田

 4,07.15

原田　宗広② 吉里　　駿②

山口　　武② 柳　川

松本　拓己①

大牟田 三　池 河原畑玲央①

西田　啓悟②

伝習館
 55.96  56.33

 10,21.39  11,02.10

齊藤　崚斗① 祐　誠 八女学院森　　雄大②永江　陸人②

野田　啓介①
 57.39

 9,59.68

江口　俊貴②

 44.38 (44.09)
吉田　壮志②

 3,32.18 (3,31.64)

誠　修山川　拓馬②

小宮　大樹② 祐　誠
齊藤　崚斗①北島　孝仁②4x100mR

一尾　拓矢① 柳　川
 42.54 (42.19)  43.55 (42.97)

伝習館
角　　直哉②

永田　将也② 小　郡

  

福田　大造②

西原　真洸①
 1.60
小宮　大樹②

石橋　正樹①

大石　芳弘①
 8.93

 6.15 +1.0

 12.92 +0.2

 11.27
有明高専 根来　直弥② 久留米商 祐　誠

 27.62

 16.11 16.43

 44.10

八女学院城戸　光明①久留米商
 

八女学院竹島　庸次②

城戸　大輝① 誠　修
 2810

馬場　礼悟② 八女工八　女

久留米
 3923
桑野　倖成② 牟田　太一①

 3290
内尾　直斗① ありあけ新世伝習館 納戸　陽大①久留米商

点４１大牟田

八女工

２５ 点 点八女学院 １７２３ 点 小　郡

点４１三　池

1017 13 151411 総　　務12

高原　　隆
山下　光輝②（祐　誠）

最 優 秀 選 手

跳躍

投擲

技術総務
菅原　貴幸②（八女学院）

審 判 長 黒田　　昭

ﾄﾗｯｸ 緒方　善政

25.5

84

0.4

北北東

3.3

曇

26.5

9263
28.0

7784

南南西

2727.5

70
25.0

南南西

27.5 28
66 70

南南西

84
27 25.527.5

11
曇
南西

2.2
25.5

66

10

0

曇
南南東

1.5

1610
曇

1.4

東北東

1.2 0.7
24.5

87

1.0

88

14
曇

北北東

13
曇

東北東

１２ 点

59 84

15
曇
北東

0.9
26.5

曇

朝倉光陽８ 点

点 小　郡２３

点久留米商７

点 八女学院

７点

１０ 点１７

点 ９

２５

点八女工

点

１１

三　池 柳　川点４１ ２９ 点明　善

 28.97

 9,39.15

三 段 跳

伝習館

点 祐　誠 明　善２３

三　潴

柳　川

GR 14.62
野中　勝太② 八女工

山下　光輝② 祐　誠

八女工

や り 投

走 高 跳

4x400mR

砲 丸 投

風：+1.3

400m

110mH

5000m

800m

円 盤 投

風：-1.3

1500m

3000mSC

5000mW

参加人員
２９

３０６

400mH

八種競技

棒 高 跳

種　目
100m

風：-2.0

200m

菅原　貴幸② 八女学院

４１ 点

星野　磨寿②
 4001

海田　昌宏② 祐　誠

中尾　亮太①
 28.92

祐　誠

走 幅 跳

フィールド

トラック

総　　合

ﾊ ﾝ ﾏ ｰ投

参加学校

点 八女工

八　女

点

１３ 点

121413

 25,26.28

中村皓太郎②

 15,21.10

鐘江　浩哉② 明　善
 4,03.91

 15,18.47

GR 15.69
成瀬隆一郎②

岩室　天輝②

 16.30

山本　大喜②

鷲尾　萌人② 三　池

三　池

幸田大次郎②

吉武　祐樹②
角　　大地②

 24,58.64
大牟田

成瀬隆一郎② 平田　晃司②

三　池
 2,02.87

仁賀木　颯②

野田　啓介①

角　　大地②
幸田大次郎②
江頭　寛太①

 1.93

江﨑　雅公②

 3,30.80

八女工

石橋　正樹① 祐　誠

柳　川

森光　恵史②

城戸　一早②

 3.00
山　門福永　洸生①

三浦　秀誠①

馬場　知輝② 小　郡

伝習館
 13.28 +0.1

三　潴
 

海田　昌宏②

野田　直輝② 祐　誠

八女工

 3973

 2.60

鐘江　浩哉② 明　善

朝倉光陽

八　女川邊　　暉①
 28.16

 13.20

野田　啓介①
田上　雅栄②

点

三　潴

山下　光輝②

 1.90
桑原　謙太②

光延　　笙②
 13.01 +1.8

稲葉　龍馬②

福田　大造② 小　郡
 2,03.19

柳　川

八女学院

江﨑　雅公② 八女工

大牟田

山本　大喜②

大牟田

三　池

６９

井上　康平②
野田　啓介① 三　池 白石　知貴②

明　善

城戸　一早②

末松　智也①

永江　陸人②八女工

桜木　啓仁② 大牟田 森　　瑞生① 大牟田
 45.05

江﨑　雅公②

岩本　勇大②
 10,14.44

八女工

平田　晃司②

末松　智也①

 17.09
柳　川

八女工

八女工

 1,00.33

樋口　航大②

 45.27 (44.87)

 15,34.91
西田　　元②

柳　川

 16.45 (16.36 +0.9)  16.99 (16.98 +0.5)
明　善

 15,25.49

八女工

大牟田

八女学院
 15,32.36
牛島　拓海②

 26,12.70

 10,02.10  10,13.87

大牟田

青木　拓磨②

 57.98

 4,11.22

小宮　大樹②

明　善

日野　琢朗② 朝　倉西田　　元② 三　池

 51.92

 2,04.45  2,04.80

祐　誠
 51.42
山本　大喜②

江口　俊貴②

氏　名（学年）

 11.23  11.28
祐　誠

 23.07
吉岡　大智② 朝　倉

 11.47 [11.46 -1.3]
所　　属氏　名（学年）

記　　録
所　　属 氏　名（学年） 所　　属

田中　寿祈②

氏　名（学年） 所　　属
記　　録

福田　大造②

森光　恵史②
 11.43

北島　孝仁②
 22.98

八女工

谷本　航輝①
 1,00.52

青木　拓磨② 明　善

 18.87 (18.80 +0.9)

 16,17.20
大牟田

 18.08
小　郡武藤　大喜②

山口　　武②

松尾　紘太①

祐　誠
 52.62 [52.26]

江崎　真旗②

 1,00.43

柳　川

明　善

 15,56.58
堤　　真人②

大牟田

 45.31 (44.98)

江口　恭平①

 45.68 (45.37)
松尾　紘太①

石橋　琢人②
 3,35.12 (3,32.37)

水元　大雅② 大牟田

 3,35.30

有明高専

三　池

輝翔館

八女学院

 

森光　恵史②

 16,18.39
三　池

 21.52 (18.11 +0.5)

伝習館石橋　文也①

湯浅　雅貴②
 10,35.68

祐　誠 大牟田

 

八　女
 
山田　鳳仁②

久留米商

松藤　聖弥②

石橋　亨将②
 8.38

 

藤原憲志朗①

吉武　祐樹②

西牟田　佑②

大牟田

誠　修
 5.94 +0.6

三　井由井園康介①
 1,01.24

朝　倉

中尾信一郎②
 23.29 [23.25 -0.2]

 52.74
江頭　寛太①

古賀　紘人② 輝翔館西村　　涼① 小　郡
 2,05.95 [2,05.61 ] 2,05.86

保田　泰誠①
 4,13.62 4,11.73

氏　名（学年）

 4,16.31

八女工

伝習館

三　池

日野　琢朗②

 11.57 (11.55 +0.0)

 2,18.32 [2,06.40 ]

 4,14.21

記　　録
氏　名（学年）

井上　椋太② 祐　誠
 11.53 [11.48 -0.5]

所　　属

 54.42 [53.05]

 23.53 [23.40 -1.0]
城戸　一早②

 23.11
森光　恵史②

久留米商

八女工

氏　名（学年） 所　　属
 12.90 [11.47 -1.3]

記　　録

会 場

所　　属

陸 上 競 技 場

立花　天杜②

鹿子生共紘②

 3,34.60

武藤　大喜②
松藤　泰仁②

馬場慎太郎①

大石　芳弘①

 1.75

福田　大造② 小　郡

 3,34.71

三　井前田　有希①

 29,44.28
大牟田

 29,44.23  32,35.09
明　善

米田　直記①

森部　清陽①

三　潴

山口　竜輝①
 1.60

龍野　義己①
 

有明高専

阿津坂将太①
 1.75

祐　誠 齊藤　崚斗①

 
成清　　蓮②

松尾　優希②

祐　誠

輝翔館

中尾　亮太①

江口　俊貴②

八　女 板橋　晴希②

祐　誠

高尾　祐希② 祐　誠

祐　誠

 27.51  19.99

 12.02 +2.4 (11.84 -0.1)

 6.19 +0.6  6.14 +0.7

明　善

 54.07  44.60 47.72

 28.33

 6.36 +2.2

穴井　建伍② 八女学院

 12.71 +1.7
白石　知貴②

山本　大喜②

武藤　大喜② 辛川　雅浩②

細田龍之介①

三　池
永江　陸人②
 3,34.51 (3,31.71)

誠　修

藤原憲志朗①
松藤　聖弥②

輝翔館

山口　竜輝①

山本　海斗①

祐　誠
 43.16

明　善石橋　亨将②岩佐　祐雅① 朝倉光陽

西牟田　佑②

津留﨑吾郎②

 6.00 +0.3

南　　優樹①
 1.55

齊藤　崚斗①

誠　修
森　　聖和②
田篭　徳彦①

久留米
祐　誠

松藤　聖弥②
 6.06 +0.8

誠　修

中村皓太郎②

明　善草場　悠輔①田篭　徳彦① 祐　誠

木村　粋攻①

 12.66 +1.4
井手　悠真① 八　女

祐　誠
 28.02

 16.23
根来　直弥②
 27.90

井上　康平② 永田　竜也① 誠　修福　島輝翔館

 6.11 +1.3
祐　誠

 2861
中村　亮太② 吉田　　慎②

本園　海斗①

 10.57
川邊　　暉①

八女工
 10.29

15
曇 曇

八女工

12
曇 曇

 9.10

 

 24.08

八女工

浮羽工

明　善

木下　　周①

 40.57
楢崎　　寛②

木村　粋攻①

天　　候

祐　誠

８５

５４

６２

祐　誠

 3,40.74 (3,34.91)

小宮　領祐①

 

名
校 １時間毎

点 八女学院

 

 37.62

 11.95 +0.1

井上　康平② 輝翔館
 25.95

 37.30

永秋　　康②

 11.73 +1.2
誠　修

 

記録主任

安徳　浩平

松藤　利彦

風向風力

安藤　政紀

北島　宏起② 八　女

鵜澤　　洋

水元　大雅②
江口　純平②

藤村　亮太①

松尾　紘太①

南南西風　　向

気　　温
風　　速

南
2.22.0

11

2.62.3

1716
曇

気　　圧

曇
北東 北北東

湿　　度



女
主催 ９月５日（土）

２０１５ ９月６日（日）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

月 参加

日 人員

9

5 41

9

6 32

9

5 24

9

6 26

9

5 24

9

6 11

9

5 18

9

6 8

9

6 6

9

15

6

9

9

6

9

5 10

9

6 24

9

6 12

9

5 11

9
5 11

9

5,6 7

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 安藤　政紀
清水　彩楓②（八　女）

気　　圧
84 77 92 8487 88 84

松藤　利彦
湿　　度 84 66 66 70 70 63 59

25.5 26.5 28.0 26.524.5 25.028.0 27.5 27.5 27.0気　　温 25.5 27.0 27.5 投擲 高原　　隆 記録主任
跳躍 黒田　　昭0.9 3.3

25.5
1.4 1.0 0.7 0.41.5 1.2

ﾄﾗｯｸ 緒方　善政
風　　速 0 2.2 2.0 2.3 2.6 2.2 江口　花凜②（八　女） 審 判 長

最 優 秀 選 手曇 曇
東北東 北北東 北東 北北東東北東 北北東 南南東風　　向 北東 南西 南 南南西 南南西 南南西 南南西

曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇曇曇 曇 曇 曇参加人員 １７４ 名 天　　候

17 10 11 1012 13 14 15

１ 点

参加学校 ２６ 校 風向風力 安徳　浩平16 17 18

三　井 ２ 点 伝習館点 明　善 ３ 点ありあけ新世 ５

点

フィールド 祐　誠 ５２ 点 八　女 ３２
小　郡
輝翔館

５ 点

１４ 点 祐　誠 １１点 朝　倉 １９ 点

１９ 点

トラック 誠　修 ４５ 点 柳　川 ３４ 八女工 ２９

明　善 ２１ 点 朝　倉点 大牟田 ２９ 点柳　川 ３４ 八女工 ２９総　　合 祐　誠 ６３ 点 八　女 ６０ 誠　修 ４８ 点

誠　修 髙嶋　麻由① 誠　修輝翔館 藤吉　颯彩① 誠　修 山田　祥子②福　島 中泉花奈子② 明　善 坂本　花絵①國生　夏海② 輝翔館 角　妃奈乃②

 

岩本　千穂② 祐　誠 山田　桃愛② 八　女 松丸　優美② 八　女

 2603  2561  2432  2335七種競技  3066  2822  2632

名古屋みく② 三　井 馬場　雛乃① 八女学院
 32.41  28.24
臼井　夕奈① 祐　誠 山崎　由梨① 明　善

やり投 GR 43.18  37.44  37.08

11 12 13 14 15 鵜澤　　洋16 17 18 総　　務

点

点 明　善点 点 大牟田 ２９ 八　女 ２８

16１時間毎 10 11 12 13 14 15

ありあけ新世中野　　葵② 三　井 下坂　　碧① 輝翔館

点

中泉花奈子② 明　善 坂寺　茜音②

 27.64  25.71

点

加藤　千夏② 八　女
 32.72

 21.69円盤投  29.51  26.53  24.64

祐　誠

 24.16  23.08  21.87

 7.19

 21.64

清水　彩楓② 八　女 綿貫　木美① 祐　誠 橋口帆乃香① 祐　誠 野村　美里②

朝　倉清水　彩楓② 八　女 笠　沙弥佳② 小　郡八　女 古山　紗妃① 有明高専 坂田　聖奈①祐　誠 野村　美里② 祐　誠 山田　桃愛②岩本　千穂② 祐　誠 橋口帆乃香①

砲丸投  9.99  9.38  9.29  8.52  8.32  7.92  7.47

走幅跳  5.15 +0.0  5.10 +0.0  4.78 +0.0  4.69 +0.0  4.69 +0.1  4.67 -0.3  4.57 +0.0  4.52 +0.0

大石菜々子② 祐　誠 青木　真彩① 祐　誠 坂本　愛実① 輝翔館 山口　真凜② 八　女 藤吉　颯彩① 誠　修山崎　由梨① 明　善 関屋奈々実② 伝習館 安倍　朱音② 山　門

南　筑小田　遥海① ありあけ新世 森　　美咲② 祐　誠ありあけ新世 中島　愛優① ありあけ新世 庄崎　杏南①祐　誠 大坪　由貴① 小　郡 浮島　彩薫①江口　花凜② 八　女 猿渡　彩乃①

大坪　由貴① 境　奈々恵① 小田絵莉奈② 原田　瑠奈①

走高跳  1.54  1.48  1.40

内田　瑚桃① 坂本　花絵①

 1.35  1.35  1.35  1.20  1.20

橋本　麻南① 中岡　三奈② 井上　紗希① 荒木和佳奈② 松嶋　春華① 今村　優花① 松永　果奈② 中岸　千晶②

小木　彩加② 本村明日香②

福田　紫穂① 小　郡 末永　幸奈① 三　池 輝翔館合嶋　光葉② 大牟田 片岡　珠子② 明　善 辻　明日香② 朝　倉 國生　夏海②

櫻田　桃世② 坂本　愛実①

 4,19.88  4,21.82 (4,17.08)

成清　美紀② 誠　修 大坪　桃子② 八　女

金子　紗奈① 南　　史織②

 4,09.12  4,14.83 (4,12.06)  4,16.68 (4,14.90)  4,19.28 (4,12.96)  4,22.95  4,24.29

4x400mR 中村　洋子② 江口　花凜② 酒村　佳奈① 山上菜々子①

猿本　彩乃②江口　花凜② 山上菜々子①

井上　紗希① 境　奈々恵①中村　洋子② 山口　真凜②

成清　美紀②

大津真衣子② 森　　美咲② 辻　明日香② 湯本　香菜②

小木　彩加② 誠　修 本村明日香② 八　女山下可那子② 八女工 髙尾　麻帆② 祐　誠 渕上　満由② 三　池 鶴田今日子② 伝習館朝　倉

笠　沙弥佳②田中　亜美① 大石菜々子② 内田　瑚桃①

関屋奈々実②中岡　三奈② 重松　彩花② 末永　幸奈①

福田　紫穂① 小　郡 荒木和佳奈②

誠　修 髙嶋　麻由① 誠　修 橋本　麻南①

 49.81  50.90  51.27  51.40 (51.38)  51.75 (51.35)  52.35  52.65 (52.01)  53.29 (52.93)

誠　修

4x100mR 壇　　琳菜② 園田愛理佳① 櫻田　桃世② 池田　彩乃①

5000mW  26,38.55  27,29.55  32,00.62  33,46.74  35,31.39  36,27.79  

 1,26.05

 

高尾　玲奈② 柳　川 佐志嘉奈子① 柳　川 奈須　　梢① 柳　川 古賀　優香①

成清　美紀② 誠　修 酒村　佳奈① 小　郡 内田　瑚桃① 朝　倉 境内　利菜① 小　郡

八　女

櫻田　桃世② 朝　倉 荒木　美紅② 誠　修 中岡　三奈② 八　女 中村　洋子② 誠　修

400mH  1,06.99  1,08.85  1,08.86  1,09.25  1,09.62  1,12.90  1,15.38

100mH  16.59  16.79 (16.28 +0.9)  16.86 (16.15 +1.0)

八女工

 17.13 (16.97 +1.0)  17.19  17.67 (17.38 +0.9)

明　善 櫻田　桃世② 朝　倉 大津真衣子②風：-1.3 荒木　美紅② 誠　修 南　　史織②

 11,08.78

高瀬　美咲① 朝倉東松嶋　春華① 大牟田 合戸　真彩① 三　潴

 18.84 18.25

中岡　三奈②

平田　清か① 柳　川 桒原　知里① 伝習館 工藤悠弓花② 明　善 下川奈那子② 伝習館

柳　川

鈴木　千華① 柳　川 松尾　未来② 大牟田 山中　花咲② 大牟田 八島　明楼② 柳　川

3000m  10,05.65  10,12.04  10,16.86  10,36.98  10,43.89  10,50.75  11,02.91

1500m  4,50.21  4,54.32  4,54.97

八　女

 4,57.41  4,57.88  4,59.28

大牟田 山中　花咲② 大牟田 大坪　桃子②鈴木　千華① 柳　川 松尾　未来②

 2,41.41 (2,32.07)

下川奈那子② 伝習館平田　清か① 柳　川 工藤悠弓花② 明　善

 5,09.40 5,05.69

奈須　　梢①

今村　優花① 明　善 東川　佳湖① 大牟田 大島　瑞星② 朝倉東 荒巻　南実② 久留米

八女工

大坪　桃子② 八　女 片岡　珠子② 明　善 末永　幸奈① 三　池 武本　尚子② 三　井

800m  2,22.67  2,23.02  2,24.65  2,27.73  2,33.16 (2,32.11)  2,33.21  2,38.93 (2,33.68)

400m  59.80 (59.71)  1,00.17  1,00.24

朝　倉

 1,01.60 (1,01.11)  1,01.61 (1,01.57)  1,01.87

祐　誠 荒尾　優衣② 福　島 辻　明日香②小木　彩加② 誠　修 髙尾　麻帆②

 27.19

末永　幸奈① 三　池成清　美紀② 誠　修 合嶋　光葉② 大牟田

 1,02.07 1,01.93

田中　亜美①

壇　　琳菜② 八女工 小田絵莉奈② 大牟田 靍田　那津② 久留米 山上菜々子① 三　池

八　女

風：-0.6 小木　彩加② 誠　修 本村明日香② 八　女 山下可那子② 八女工 田中　亜美① 八女工

八女工 小田絵莉奈② 大牟田 本村明日香②風：-1.5 山下可那子② 八女工 壇　　琳菜②

200m  26.01  26.49  26.70  26.79  26.81  26.93  26.96

渕上　満由② 朝　倉 園田愛理佳① 祐　誠

記　　録 記　　録

松嶋　春華① 大牟田

 13.59 [13.28 -0.3]

所　　属

山上菜々子① 三　池

種　目 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年）

 13.35 [13.21 -1.9]  13.40 [13.30 -1.4]  13.52 [13.39 -1.4]

所　　属 氏　名（学年）

 13.29 [13.24 -1.9]100m  12.95 [12.87 -0.3]  13.17  13.25 [13.16 -1.4]

所　　属 氏　名（学年） 所　　属

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 会 場

所　　属 氏　名（学年）所　　属 氏　名（学年）

久留米スポーツセンター

所　　属 氏　名（学年）

陸 上 競 技 場

氏　名（学年）



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

２０１５年９月５日(土)～９月６日(日) 会 場 久留米スポーツセンター 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 星野　磨寿② 八女工 4,001 12.10 0.0 631 5.33 +0.0 447 10.03 487 53.86 645 2210 20.12 +1.2 340 40.27 446 1.50 389 4,50.44 616 1791

２ 井上　康平② 輝翔館 3,973 12.07 0.0 637 5.48 +0.3 477 8.52 397 57.49 503 2014 17.69 +1.2 554 39.11 429 1.70 544 5,23.48 432 1959

３ 中村　亮太② 久留米 3,923 11.97 0.0 657 5.30 +0.8 441 7.82 356 52.64 697 2151 19.86 +1.2 360 32.94 341 1.50 389 4,39.71 682 1772

４ 吉田　　慎② 福　島 3,290 12.68 0.0 523 4.84 +0.0 352 6.85 298 58.11 480 1653 20.14 +1.2 338 32.04 328 1.60 464 5,09.34 507 1637

５ 永田　竜也① 誠　修 2,861 12.89 0.0 487 4.68 +1.2 323 5.85 240 56.77 530 1580 20.94 +1.2 279 21.44 181 1.45 352 5,16.42 469 1281

６ 城戸　大輝① 誠　修 2,810 12.89 0.0 487 4.62 +1.0 312 6.43 274 58.09 480 1553 20.90 +1.2 282 23.17 204 1.35 283 5,12.84 488 1257

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 鵜澤　　洋

福 岡 陸 上 競 技 協 会
ﾄﾗｯｸ 緒方　善政

跳躍 黒田　　昭

審 判 長 投擲 高原　　隆

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

２０１５年９月５日(土)～９月６日(日) 会 場 久留米スポーツセンター

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 國生　夏海② 輝翔館 3,066 18.60 +0.7 428 1.25 359 7.12 343 28.72 -1.9 575 1705 4.63 -1.1 461 21.02 308 2,38.36 592 1361

２ 角　妃奈乃② 福　島 2,822 18.31 +0.7 457 1.30 409 6.25 287 30.93 -1.9 419 1572 4.34 +0.0 388 24.61 375 2,47.78 487 1250

３ 中泉花奈子② 明　善 2,632 19.38 +0.7 356 1.20 312 7.43 363 31.12 -1.9 407 1438 3.99 -1.0 306 25.23 387 2,46.44 501 1194

４ 坂本　花絵① 輝翔館 2,603 19.85 +0.7 315 1.20 312 6.02 273 28.45 -1.9 596 1496 4.16 -0.6 345 16.45 223 2,43.03 539 1107

５ 藤吉　颯彩① 誠　修 2,561 23.17 +0.7 93 1.25 359 6.54 306 29.37 -1.9 527 1285 4.55 -1.4 441 22.08 328 2,45.89 507 1276

６ 山田　祥子② 誠　修 2,432 20.60 +0.7 254 1.20 312 5.80 259 29.79 -1.9 497 1322 4.02 -1.4 312 21.24 312 2,47.87 486 1110

７ 髙嶋　麻由① 誠　修 2,335 20.14 +0.7 291 1.20 312 5.78 257 28.89 -1.9 562 1422 3.89 -1.0 283 10.25 111 2,44.76 519 913

８

主　催　者　名 記録主任 松藤　利彦

総　　務 鵜澤　　洋

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 審 判 長 投擲 高原　　隆

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
09/05 男子 1 1 北島　孝仁②  11.35 2 白石　知貴②  11.65 3 梅野　充弘②  11.92 4 池田虎ノ介②  12.18

100m 予選 -0.2 　八女工 　輝翔館 　久留米商 　八　女
5 松田　玲央①  12.59 6 平野紫依末①  12.66 7 斉藤　斗哉②  13.27 岩隈　依辰① 棄権    

　三　池 　三　潴 　南　筑 　久留米高専
2 1 松尾　優希②  11.75 2 宮原　大輔②  11.83 3 阿津坂将太①  12.00 4 宮井　康太②  12.41

-0.3 　明　善 　久留米 　伝習館 　八　女
5 池田　俊介①  12.46 6 小河剣史郎②  13.63 水野　太智② 棄権    

　朝　倉 　朝倉光陽 　三　池
3 1 角　　大地②  11.06 2 伊東　辰倫②  11.67 3 角　　直哉②  11.82 4 山本　海斗①  11.88

-0.6 　八女工 　朝　倉 　八　女 　誠　修
5 吉住　直輝②  11.97 6 轟　　直俊①  12.50 7 西　　哲平①  12.80

　久留米 　久留米商 　明　善
4 1 井上　椋太②  11.49 2 原武　宏敬①  11.81 3 坂本　竜也②  12.00 4 江口　幸希②  12.19

+0.4 　祐　誠 　三　潴 　福　島 　三池工
5 山口　竜輝①  12.22 6 草場　悠輔①  12.86 7 吉武　雅人②  14.21

　小　郡 　明　善 　朝倉光陽
5 1 幸田大次郎②  11.26 2 中尾信一郎②  11.55 3 馬場慎太郎①  11.92 4 重冨　颯汰②  12.53

+0.0 　八女工 　久留米商 　誠　修 　浮羽究真館
5 田中　滉一①  12.69 6 原田　康平②  12.86 7 本梅　伍乃①  13.14

　大牟田 　三池工 　有明高専
6 1 西牟田　佑②  11.55 2 吉岡　大智②  11.77 3 田中　佑汰②  12.04 4 江口　恭平①  12.22

+1.6 　伝習館 　朝　倉 　三池工 　大牟田
5 松藤　泰仁②  12.43 深町　佳広② 棄権    坂井　勇斗① 棄権    

　輝翔館 　南　筑 　久留米高専
7 1 小宮　大樹②  11.54 2 塚本　達也②  11.66 3 野中　鉄平①  12.04 4 武藤　聡志①  12.29

-1.3 　祐　誠 　有明高専 　福　島 　誠　修
5 髙野　篤拓①  12.38 6 井上　翔太①  12.62 7 永田　丈司②  13.24

　久留米 　三　潴 　南　筑
8 1 森光　恵史②  11.55 2 城戸　一早②  11.61 3 鹿子生共紘②  11.77 4 立花　天杜②  11.97

-0.9 　祐　誠 　三　池 　輝翔館 　小　郡
5 石井　　葵①  12.32 6 田中湧士郎②  12.35 7 山方　祐太②  12.59

　朝倉光陽 　三　井 　浮羽工
09/05 男子 1 1 角　　大地②  11.03 2 森光　恵史②  11.46 3 西牟田　佑②  11.47 4 塚本　達也②  11.58

100m 準決勝 -1.3 　八女工 　祐　誠 　伝習館 　有明高専
5 伊東　辰倫②  11.69 6 角　　直哉②  11.85 7 山本　海斗①  11.91 8 坂本　竜也②  12.01

　朝　倉 　八　女 　誠　修 　福　島
2 1 幸田大次郎②  11.24 2 小宮　大樹②  11.50 3 白石　知貴②  11.60 4 吉岡　大智②  11.64

-1.9 　八女工 　祐　誠 　輝翔館 　朝　倉
5 松尾　優希②  11.80 6 吉住　直輝②  11.99 7 梅野　充弘②  12.01 8 馬場慎太郎①  12.03

　明　善 　久留米 　久留米商 　誠　修
3 1 北島　孝仁②  11.29 2 井上　椋太②  11.48 3 中尾信一郎②  11.56 4 城戸　一早②  11.74

-0.5 　八女工 　祐　誠 　久留米商 　三　池
5 原武　宏敬①  11.91 6 鹿子生共紘②  11.91 7 宮原　大輔②  11.97 8 立花　天杜②  11.99

　三　潴 　輝翔館 　久留米 　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
09/05 男子 1 1 角　　大地②  11.03 2 幸田大次郎②  11.23 3 北島　孝仁②  11.28 4 小宮　大樹②  11.43

100m 決勝 -2.0 　八女工 　八女工 　八女工 　祐　誠
5 森光　恵史②  11.47 6 井上　椋太②  11.53 7 中尾信一郎②  11.57 8 西牟田　佑②  12.90

　祐　誠 　祐　誠 　久留米商 　伝習館
09/06 男子 1 1 角　　大地②  23.87 2 松尾　優希②  24.07 3 木村　粋攻①  24.90 4 永秋　　康②  24.99

200m 予選 -0.2 　八女工 　明　善 　大牟田 　八　女
5 田上　雅栄②  25.19 6 井上　翔太①  26.27 7 中村　友哉②  27.02 8 吉武　雅人②  29.57

　三　池 　三　潴 　浮羽工 　朝倉光陽
2 1 幸田大次郎②  23.50 2 角　　直哉②  23.97 3 山本　海斗①  24.11 4 宮﨑　敦士②  24.11

+0.4 　八女工 　八　女 　誠　修 　浮羽究真館
5 野中　鉄平①  24.50 6 川口　晃志②  25.59 7 平野紫依末①  25.80 8 小河剣史郎②  27.86

　福　島 　南　筑 　三　潴 　朝倉光陽
3 1 城戸　一早②  23.58 2 井手　悠真①  24.21 3 伊東　辰倫②  24.28 4 梅野　充弘②  24.29

-0.5 　三　池 　八　女 　朝　倉 　久留米商
5 辛川　雅浩②  24.66 6 坂本　竜也②  24.72 7 白水　風光①  26.95 岩隈　依辰① 棄権    

　伝習館 　福　島 　三　潴 　久留米高専
4 1 吉岡　大智②  23.38 2 大岩　直暉②  24.14 3 阿津坂将太①  24.27 4 藤井　　稜①  24.92

-0.9 　朝　倉 　ありあけ新世 　伝習館 　明　善
5 田中　佑汰②  25.06 6 江口　恭平①  25.14 7 豊崎　祐介①  26.18 8 柏木　大知①  26.24

　三池工 　大牟田 　輝翔館 　久留米
5 1 小宮　大樹②  23.62 2 福田　大造②  23.71 3 中尾信一郎②  23.82 4 松尾　浩輝①  24.62

+0.8 　祐　誠 　小　郡 　久留米商 　久留米高専
5 櫻井　祐陽①  24.75 6 池田　俊介①  25.43 7 原田　康平②  25.55 大塚麟太郎② 棄権    

　福　島 　朝　倉 　三池工 　八女学院
6 1 江頭　寛太①  23.63 2 塚本　達也②  23.78 3 宮原　大輔②  24.47 4 細田龍之介①  24.97

-2.2 　八女工 　有明高専 　久留米 　三　池
5 中村　拓司①  25.13 6 石井　　葵①  25.62 7 野村　　楓②  25.86

　小　郡 　朝倉光陽 　明　善
7 1 江口　俊貴②  23.75 2 武藤　聡志①  24.59 3 山口　竜輝①  24.86 4 轟　　直俊①  25.53

+0.0 　祐　誠 　誠　修 　小　郡 　久留米商
5 矢野　祥多②  26.20 馬渕　敬介② 棄権    西牟田　佑② 棄権    

　浮羽究真館 　南　筑 　伝習館
8 1 森光　恵史②  23.49 2 水元　大雅②  23.72 3 馬場慎太郎①  24.03 4 齋藤　友哉①  24.39

-0.9 　祐　誠 　大牟田 　誠　修 　三　井
5 江口　幸希②  24.77 6 城野　鈴旺①  25.57 本梅　伍乃① 棄権    

　三池工 　浮羽究真館 　有明高専



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
09/06 男子 1 1 江口　俊貴②  23.10 2 吉岡　大智②  23.20 3 江頭　寛太①  23.25 4 中尾信一郎②  23.83

200m 準決勝 -0.2 　祐　誠 　朝　倉 　八女工 　久留米商
5 山本　海斗①  24.09 6 松尾　優希②  24.13 7 齋藤　友哉①  24.47 角　　直哉② 棄権    

　誠　修 　明　善 　三　井 　八　女
2 1 角　　大地②  23.03 2 森光　恵史②  23.26 3 城戸　一早②  23.40 4 塚本　達也②  23.49

-1.0 　八女工 　祐　誠 　三　池 　有明高専
5 馬場慎太郎①  24.13 6 宮﨑　敦士②  24.18 7 梅野　充弘②  24.30 8 大岩　直暉②  24.33

　誠　修 　浮羽究真館 　久留米商 　ありあけ新世
3 1 幸田大次郎②  23.07 2 福田　大造②  23.44 3 小宮　大樹②  23.66 4 水元　大雅②  23.71

-0.7 　八女工 　小　郡 　祐　誠 　大牟田
5 井手　悠真①  24.34 6 伊東　辰倫②  24.36 7 阿津坂将太①  24.51 8 武藤　聡志①  24.52

　八　女 　朝　倉 　伝習館 　誠　修
09/06 男子 1 1 角　　大地②  22.39 2 幸田大次郎②  22.79 3 江口　俊貴②  22.98 4 吉岡　大智②  23.07

200m 決勝 +1.3 　八女工 　八女工 　祐　誠 　朝　倉
5 福田　大造②  23.08 6 森光　恵史②  23.11 7 江頭　寛太①  23.29 8 城戸　一早②  23.53

　小　郡 　祐　誠 　八女工 　三　池
09/05 男子 1 1 吉武　祐樹②  53.57 2 永田　将也②  54.80 3 細田龍之介①  56.62 4 升田　直希①  58.12

400m 予選 　八女工 　小　郡 　三　池 　伝習館
5 前田　有希①  1,00.46 野吾　拓海② 棄権    

　三　井 　祐　誠
2 1 山本　大喜②  53.13 2 水元　大雅②  53.79 3 樋口　翔大①  54.14 4 永秋　　康②  55.69

　三　池 　大牟田 　浮羽究真館 　八　女
5 野田　航汰①  56.18 6 平床　龍斗①  1,00.88 7 大嶋　隆成①  1,02.35

　三　潴 　祐　誠 　福　島
3 1 江﨑　雅公②  53.83 2 日野　琢朗②  53.99 3 松尾　浩輝①  54.15 4 辛川　雅浩②  54.97

　八女工 　朝　倉 　久留米高専 　伝習館
5 古賀　紘人②  56.90 6 御厨　右京①  57.65 7 矢野　祥多②  58.85

　輝翔館 　明　善 　浮羽究真館
4 1 鐘江　浩哉②  52.85 2 江頭　寛太①  53.20 3 藤村　亮太①  53.62 4 北島　宏起②  53.66

　明　善 　八女工 　大牟田 　八　女
5 石橋　琢人②  55.30 6 坂口　和也②  57.36 7 田辺　翔平②  1,02.73

　祐　誠 　ありあけ新世 　浮羽工
5 1 福田　大造②  52.04 2 手嶋　仁志②  53.58 3 宮﨑　敦士②  53.61 4 南　　晴喜②  55.27

　小　郡 　朝倉東 　浮羽究真館 　久留米
5 鹿毛健太郎①  56.14 6 坂田　　旭①  56.57 江口　純平② 棄権    

　朝　倉 　福　島 　八　女
6 1 野田　啓介①  54.03 2 大岩　直暉②  54.50 3 川村　拓也②  54.72 4 松尾　紘太①  54.78

　三　池 　ありあけ新世 　朝　倉 　大牟田
5 本多勇太郎①  56.03 6 井上　騎璃①  1,01.57 7 今里　文治①  1,04.31

　小　郡 　三　潴 　福　島



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
09/05 男子 1 1 野田　啓介①  51.63 2 福田　大造②  53.41 3 江頭　寛太①  53.60 4 宮﨑　敦士②  54.09

400m 準決勝 　三　池 　小　郡 　八女工 　浮羽究真館
5 北島　宏起②  54.69 6 大岩　直暉②  55.56 7 松尾　紘太①  55.82 8 石橋　琢人②  55.99

　八　女 　ありあけ新世 　大牟田 　祐　誠
2 1 鐘江　浩哉②  52.34 2 江﨑　雅公②  53.57 3 手嶋　仁志②  54.16 4 藤村　亮太①  55.33

　明　善 　八女工 　朝倉東 　大牟田
5 永秋　　康②  55.50 6 細田龍之介①  56.38 永田　将也② 棄権    川村　拓也② 棄権    

　八　女 　三　池 　小　郡 　朝　倉
3 1 山本　大喜②  51.54 2 水元　大雅②  52.26 3 吉武　祐樹②  53.05 4 日野　琢朗②  53.55

　三　池 　大牟田 　八女工 　朝　倉
5 樋口　翔大①  54.55 6 松尾　浩輝①  55.01 7 辛川　雅浩②  55.40 8 南　　晴喜②  55.88

　浮羽究真館 　久留米高専 　伝習館 　久留米
09/05 男子 1 1 野田　啓介①  50.32 2 福田　大造②  50.69 3 山本　大喜②  51.42 4 鐘江　浩哉②  51.92

400m 決勝 　三　池 　小　郡 　三　池 　明　善
5 江﨑　雅公②  52.20 6 水元　大雅②  52.62 7 日野　琢朗②  52.74 8 吉武　祐樹②  54.42

　八女工 　大牟田 　朝　倉 　八女工
09/06 男子 1 1 鐘江　浩哉②  2,10.09 2 森田　竜輔①  2,11.36 3 南　　晴喜②  2,11.40 4 仲　　拓己②  2,11.87

800m 予選 　明　善 　久留米 　久留米 　三　潴
5 村上　修平②  2,11.93 6 白水　俊弥①  2,16.57 吉田　壮志② 棄権    山川　拓馬② 棄権    

　山　門 　大牟田 　柳　川 　誠　修
2 1 仁賀木　颯②  2,11.58 2 本多勇太郎①  2,12.21 3 御厨　右京①  2,12.53 4 大屋　隆史①  2,14.68

　八女学院 　小　郡 　明　善 　三　井
5 井上　騎璃①  2,23.35 横田　大河① 棄権    土師　優人① 棄権    古賀　友太① 棄権    

　三　潴 　有明高専 　浮羽究真館 　大牟田
3 1 西田　　元②  2,08.30 2 西村　　涼①  2,09.22 3 保田　泰誠①  2,09.58 4 鹿毛健太郎①  2,10.83

　三　池 　小　郡 　明　善 　朝　倉
5 大坪　頌太①  2,11.18 6 石橋　英俊①  2,12.44 7 米田　直記①  2,19.93 8 福永晃太良①  2,28.63

　八女学院 　久留米高専 　柳　川 　三　潴
4 1 日野　琢朗②  2,12.31 2 一尾　拓矢①  2,12.38 3 北島　宏起②  2,12.73 4 武藤　啓悟②  2,12.96

　朝　倉 　柳　川 　八　女 　三池工
5 浦田　賢征②  2,19.51 6 江田　良太①  2,24.92 田中　　諄① 棄権    

　大牟田北 　福　島 　久留米高専
5 1 樋口　航大②  2,15.81 2 古賀　紘人②  2,15.83 3 井上　　啓①  2,15.84 3 出田　修己②  2,15.84

　八女工 　輝翔館 　久留米 　朝　倉
5 野口　侑希②  2,23.44 塚本　和真① 棄権    立野　雅弥① 棄権    

　山　門 　福　島 　八　女
6 1 髙見　大輔②  2,16.29 2 廣瀬　拓馬①  2,16.97 3 手嶋　仁志②  2,17.63 4 吉山　祥平①  2,20.26

　有明高専 　浮羽究真館 　朝倉東 　八　女
5 今里　文治①  2,33.68 永田　将也② 棄権    森山　宥輝① 棄権    

　福　島 　小　郡 　大牟田北



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
09/06 男子 1 1 西田　　元②  2,05.99 2 保田　泰誠①  2,06.07 3 出田　修己②  2,06.51 4 髙見　大輔②  2,06.71

800m 準決勝 　三　池 　明　善 　朝　倉 　有明高専
5 廣瀬　拓馬①  2,08.74 6 森田　竜輔①  2,09.60 7 手嶋　仁志②  2,11.95 8 石橋　英俊①  2,20.92

　浮羽究真館 　久留米 　朝倉東 　久留米高専
2 1 鐘江　浩哉②  2,05.17 2 樋口　航大②  2,05.56 3 西村　　涼①  2,05.61 4 古賀　紘人②  2,06.40

　明　善 　八女工 　小　郡 　輝翔館
5 南　　晴喜②  2,12.51 6 大坪　頌太①  2,13.56 7 鹿毛健太郎①  2,17.01 北島　宏起② 棄権    

　久留米 　八女学院 　朝　倉 　八　女
3 1 仁賀木　颯②  2,09.29 2 日野　琢朗②  2,09.53 3 一尾　拓矢①  2,10.12 4 仲　　拓己②  2,11.07

　八女学院 　朝　倉 　柳　川 　三　潴
5 本多勇太郎①  2,13.35 6 井上　　啓①  2,14.66 7 村上　修平②  2,17.00 8 御厨　右京①  2,20.07

　小　郡 　久留米 　山　門 　明　善
09/06 男子 1 1 鐘江　浩哉②  2,02.87 2 仁賀木　颯②  2,03.19 3 西田　　元②  2,04.45 4 日野　琢朗②  2,04.80

800m 決勝 　明　善 　八女学院 　三　池 　朝　倉
5 樋口　航大②  2,05.53 6 保田　泰誠①  2,05.86 7 西村　　涼①  2,05.95 8 古賀　紘人②  2,18.32

　八女工 　明　善 　小　郡 　輝翔館
09/05 男子 1 1 竹元　亮太②  4,16.72 2 山口　　武②  4,16.82 3 西田　　元②  4,17.52 4 青木　拓磨②  4,19.87

1500m 予選 　大牟田 　柳　川 　三　池 　明　善
5 山田　鳳仁②  4,24.38 6 仲　　拓己②  4,33.67 7 大城　匠己①  4,37.46 8 武藤　啓悟②  4,38.52

　八　女 　三　潴 　有明高専 　三池工
9 石橋　英俊①  4,38.84 10 大屋　隆史①  4,39.88 11 井上　　啓①  4,40.22 12 浦田　賢征②  4,46.72

　久留米高専 　三　井 　久留米 　大牟田北
13 千口　優真②  5,08.62 14 福田　耕平①  5,16.20 15 三浦　優也②  5,18.33 出田　修己② 棄権    

　朝倉東 　小　郡 　久留米商 　朝　倉
野口　侑希② 棄権    中村　康哉①
　山　門 　八女工

2 1 成瀬隆一郎②  4,12.82 2 牛島　拓海②  4,15.31 3 平田　晃司②  4,15.37 4 堀　　健太②  4,23.18
　大牟田 　八女学院 　柳　川 　三　池

5 三浦　裕太②  4,23.82 6 湯浅　雅貴②  4,25.51 7 廣瀬　拓馬①  4,34.37 8 福永晃太良①  4,36.94
　明　善 　有明高専 　浮羽究真館 　三　潴

9 青木　大樹①  4,37.66 10 金子淳之祐①  4,38.06 11 長友　翔哉①  4,38.44 12 中野　稔大①  4,39.17
　八女工 　伝習館 　小　郡 　八　女

13 松嶋　泰市①  4,39.58 14 豊田　健太①  4,52.77 15 江田　良太①  4,55.73 16 國武　宙衛①  4,58.23
　久留米 　朝　倉 　福　島 　久留米高専
大坪　　真① 棄権    
　三池工

3 1 西村　　涼①  4,17.65 2 堤　　真人②  4,17.67 3 河原畑玲央①  4,17.73 4 仁賀木　颯②  4,18.22
　小　郡 　大牟田 　三　池 　八女学院

5 保田　泰誠①  4,18.90 6 髙見　大輔②  4,28.79 7 森田　竜輔①  4,32.30 8 荻島　翔平②  4,33.50
　明　善 　有明高専 　久留米 　伝習館

9 後藤　史憲①  4,46.85 10 福山　博之①  4,59.50 11 松尾　勇利②  5,07.21 12 吉山　祥平①  5,14.40
　朝　倉 　八女工 　浮羽工 　八　女

13 村上　修平②  5,17.12 髙田　聖人① 棄権    塚本　和真① 棄権    高巣　透真① 棄権    
　山　門 　大牟田北 　福　島 　三池工
竹上　朋希① 棄権    
　柳　川



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
09/05 男子 1 1 成瀬隆一郎②  4,03.91 2 平田　晃司②  4,07.15 3 山口　　武②  4,11.22 4 牛島　拓海②  4,11.73

1500m 決勝 　大牟田 　柳　川 　柳　川 　八女学院
5 西田　　元②  4,13.35 6 堤　　真人②  4,13.62 7 青木　拓磨②  4,14.21 8 河原畑玲央①  4,16.31

　三　池 　大牟田 　明　善 　三　池
9 竹元　亮太②  4,24.23 10 保田　泰誠①  4,29.13 11 西村　　涼①  4,30.56 仁賀木　颯② 棄権    

　大牟田 　明　善 　小　郡 　八女学院
09/06 男子 1 1 成瀬隆一郎②  15,18.47 2 鷲尾　萌人②  15,21.10 3 原田　宗広②  15,25.49 4 吉里　　駿②  15,32.36

5000m 決勝 　大牟田 　三　池 　大牟田 　大牟田
5 平田　晃司②  15,34.91 6 山口　　武②  15,56.58 7 江崎　真旗②  16,17.20 8 松本　拓己①  16,18.39

　柳　川 　柳　川 　三　池 　三　池
9 牛島　拓海②  16,20.48 10 行武　裕紀①  16,24.44 11 井樋　脩斗②  16,45.46 12 堤　蓮太朗①  17,04.73

　八女学院 　柳　川 　小　郡 　伝習館
13 青木　大樹①  17,33.61 14 國武　宙衛①  17,51.60 15 福永拳士郎②  18,01.76 16 豊田　健太①  18,17.22

　八女工 　久留米高専 　伝習館 　朝　倉
17 一瀬　友希①  18,22.61 18 林　　瑞樹②  18,22.62 19 後藤　史憲①  18,34.38 20 松本　駿人①  18,38.46

　有明高専 　小　郡 　朝　倉 　有明高専
21 江嶋　智哉①  18,56.56 22 福山　博之①  19,03.79 23 松嶋　泰市①  19,15.54 24 千口　優真②  19,42.52

　浮羽究真館 　八女工 　久留米 　朝倉東
25 田代　健大①  21,24.78 中村　康哉① 棄権    下河光太朗② 棄権    津留　尚希① 棄権    

　久留米 　八女工 　伝習館 　有明高専
古賀由希也① 棄権    大坪　　真① 棄権    高巣　透真① 棄権    
　祐　誠 　三池工 　三池工

09/05 男子 1 1 齊藤　崚斗①  16.00 2 末松　智也①  16.36 3 武藤　大喜②  18.12 4 谷本　航輝①  18.80
110mH 予選 +0.9 　祐　誠 　八女工 　小　郡 　輝翔館

5 末廣　龍樹②  19.29 6 森　　聖和②  19.36
　八　女 　久留米

2 1 中村皓太郎②  16.31 2 永江　陸人②  16.98 3 森　　雄大②  17.72 4 由井園康介①  18.11
+0.5 　伝習館 　明　善 　八女学院 　三　井

5 澤田　光平②  18.81 月足　泰士② 棄権    
　有明高専 　ありあけ新世

09/05 男子 1 1 齊藤　崚斗①  15.69 2 中村皓太郎②  16.30 3 末松　智也①  16.45 4 永江　陸人②  16.99
110mH 決勝 -1.3 　祐　誠 　伝習館 　八女工 　明　善

5 森　　雄大②  17.09 6 武藤　大喜②  18.08 7 谷本　航輝①  18.87 8 由井園康介①  21.52
　八女学院 　小　郡 　輝翔館 　三　井

09/06 男子 1 1 山本　大喜②  57.92 2 末松　智也①  1,00.82 3 石橋　文也①  1,01.72 4 坂口　和也②  1,04.03
400mH 予選 　三　池 　八女工 　伝習館 　ありあけ新世

5 澤田　光平②  1,06.23 6 永田　竜也①  1,07.74 田中　滉一① 棄権    
　有明高専 　誠　修 　大牟田

2 1 江﨑　雅公②  58.64 2 永江　陸人②  1,01.31 3 田中　寿祈②  1,01.70 4 藤原憲志朗①  1,02.50
　八女工 　明　善 　八女学院 　誠　修

5 末廣　龍樹②  1,02.52 6 谷本　航輝①  1,02.73 7 川村　拓也②  1,05.51 8 坂田　　旭①  1,06.47
　八　女 　輝翔館 　朝　倉 　福　島

3 1 野田　啓介①  1,00.31 2 松尾　紘太①  1,02.04 3 武藤　大喜②  1,02.08 4 野田　航汰①  1,03.94
　三　池 　大牟田 　小　郡 　三　潴

5 樋口　翔大①  1,04.43 6 西山侃太郎①  1,09.24 7 城戸　大輝①  1,14.15 鹿子生共紘② 棄権    
　浮羽究真館 　八女工 　誠　修 　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
09/06 男子 1 1 野田　啓介①  55.96 2 山本　大喜②  56.33 3 江﨑　雅公②  57.39 4 永江　陸人②  57.98

400mH 決勝 　三　池 　三　池 　八女工 　明　善
5 末松　智也①  1,00.33 6 松尾　紘太①  1,00.43 7 田中　寿祈②  1,00.52 8 石橋　文也①  1,01.24

　八女工 　大牟田 　八女学院 　伝習館
09/06 男子 1 1 岩室　天輝②  9,39.15 2 西田　啓悟②  9,59.68 3 馬場　知輝②  10,02.10 4 青木　拓磨②  10,13.87

3000mSC 決勝 　大牟田 　大牟田 　小　郡 　明　善
5 岩本　勇大②  10,14.44 6 森部　清陽①  10,21.39 7 湯浅　雅貴②  10,35.68 8 山田　鳳仁②  11,02.10

　八女工 　大牟田 　有明高専 　八　女
9 三浦　裕太②  11,40.08 三浦　優也② 棄権    行武　裕紀① 棄権    大石　幸斗① 棄権    

　明　善 　久留米商 　柳　川 　久留米高専
大城　匠己① 棄権    
　有明高専

09/05 男子 1 1 一尾　拓矢①  24,58.64 2 吉田　壮志②  25,26.28 3 桜木　啓仁②  26,12.70 4 森　　瑞生①  29,44.23
5000mW 決勝 　柳　川 　柳　川 　大牟田 　大牟田

5 米田　直記①  29,44.28 6 山川　拓馬②  32,35.09
　柳　川 　誠　修

09/05 男子 1 1 八女工  42.19 2 誠　修  44.98 3 大牟田  45.37 4 浮羽究真館  46.45
4x100mR 予選  北島　孝仁②  馬場慎太郎①  松尾　紘太①  城野　鈴旺①

 角　　大地②  山本　海斗①  水元　大雅②  宮﨑　敦士②
 幸田大次郎②  松藤　聖弥②  木村　粋攻①  矢野　祥多②
 江頭　寛太①  藤原憲志朗①  江口　恭平①  樋口　翔大①

5 有明高専  46.64 6 山　門  47.76
 澤田　光平②  藤吉　大貴②
 塚本　達也②  福永　洸生①
 龍野　義己①  中尾　嘉宏①
 本梅　伍乃①  壇　　怜哉①

2 1 三　池  44.09 2 小　郡  44.87 3 輝翔館  45.42 4 明　善  46.78
 城戸　一早②  立花　天杜②  井上　康平②  大石　芳弘①
 野田　啓介①  福田　大造②  白石　知貴②  松尾　優希②
 山本　大喜②  武藤　大喜②  鹿子生共紘②  藤井　　稜①
 細田龍之介①  山口　竜輝①  松藤　泰仁②  永江　陸人②

5 伝習館  49.23 南　筑 棄権    
 三浦　秀誠①  永田　丈司②
 中村皓太郎②  馬渕　敬介②
 阿津坂将太①  斉藤　斗哉②
 辛川　雅浩②  川口　晃志②

3 1 祐　誠  42.97 2 朝　倉  45.14 3 福　島  45.70 4 三　潴  45.88
 齊藤　崚斗①  川村　拓也②  坂本　竜也②  南　　優樹①
 小宮　大樹②  伊東　辰倫②  室園　皓太②  光延　　笙②
 森光　恵史②  日野　琢朗②  櫻井　祐陽①  野田　航汰①
 江口　俊貴②  吉岡　大智②  野中　鉄平①  原武　宏敬①

5 八　女  46.14 6 久留米  46.74 7 三　井  47.13
 井手　悠真①  髙野　篤拓①  田中湧士郎②
 角　　直哉②  宮原　大輔②  齋藤　友哉①
 北島　宏起②  森　　聖和②  前田　有希①
 永秋　　康②  吉住　直輝②  由井園康介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
09/06 男子 1 1 八女工  42.54 2 祐　誠  43.55 3 三　池  44.38 4 輝翔館  45.05

4x100mR 決勝  北島　孝仁②  齊藤　崚斗①  城戸　一早②  井上　康平②
 角　　大地②  小宮　大樹②  野田　啓介①  白石　知貴②
 幸田大次郎②  森光　恵史②  山本　大喜②  鹿子生共紘②
 江頭　寛太①  江口　俊貴②  細田龍之介①  松藤　泰仁②

5 小　郡  45.27 6 誠　修  45.31 7 大牟田  45.68 朝　倉 失格    
 立花　天杜②  馬場慎太郎①  松尾　紘太①  川村　拓也②
 福田　大造②  山本　海斗①  水元　大雅②  伊東　辰倫②
 武藤　大喜②  松藤　聖弥②  木村　粋攻①  池田　俊介①
 山口　竜輝①  藤原憲志朗①  江口　恭平①  吉岡　大智②

09/05 男子 1 1 八女工  3,30.89 2 八　女  3,34.91 3 朝　倉  3,39.40 4 福　島  3,46.60
4x400mR 予選  中島裕太郎②  角　　直哉②  川村　拓也②  坂本　竜也②

 幸田大次郎②  北島　宏起②  日野　琢朗②  室園　皓太②
 江﨑　雅公②  江口　純平②  鹿毛健太郎①  坂田　　旭①
 角　　大地②  永秋　　康②  出田　修己②  櫻井　祐陽①
浮羽究真館 棄権    有明高専 棄権    
 重冨　颯汰②  澤田　光平②
 宮﨑　敦士②  髙見　大輔②
 矢野　祥多②  塚本　達也②
 城野　鈴旺①  大城　匠己①

2 1 三　池  3,31.64 2 祐　誠  3,32.37 3 伝習館  3,34.94 4 小　郡  3,36.25
 城戸　一早②  石橋　琢人②  辛川　雅浩②  武藤　大喜②
 山本　大喜②  森光　恵史②  三浦　秀誠①  永田　将也②
 田上　雅栄②  齊藤　崚斗①  石橋　文也①  福田　大造②
 野田　啓介①  江口　俊貴②  阿津坂将太①  山口　竜輝①

5 八女学院  3,41.32 6 三　井  3,57.16
 田中　寿祈②  齋藤　友哉①
 大坪　頌太①  田中湧士郎②
 牛島　拓海②  前田　有希①
 仁賀木　颯②  大屋　隆史①

3 1 明　善  3,31.71 2 大牟田  3,35.95 3 誠　修  3,38.40 4 久留米  3,42.81
 永江　陸人②  松尾　紘太①  藤原憲志朗①  髙野　篤拓①
 鐘江　浩哉②  水元　大雅②  山本　海斗①  宮原　大輔②
 大石　芳弘①  藤村　亮太①  武藤　聡志①  井上　　啓①
 松尾　優希②  木村　粋攻①  松藤　聖弥②  中村　亮太②

5 三　潴  3,55.43 輝翔館 棄権    
 仲　　拓己②  鹿子生共紘②
 野田　航汰①  白石　知貴②
 福永晃太良①  松藤　泰仁②
 井上　騎璃①  谷本　航輝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
09/06 男子 1 1 八女工  3,30.80 2 三　池  3,32.18 3 明　善  3,34.51 4 小　郡  3,34.60

4x400mR 決勝  吉武　祐樹②  城戸　一早②  永江　陸人②  武藤　大喜②
 角　　大地②  山本　大喜②  鐘江　浩哉②  永田　将也②
 江﨑　雅公②  田上　雅栄②  大石　芳弘①  福田　大造②
 幸田大次郎②  野田　啓介①  松尾　優希②  山口　竜輝①

5 伝習館  3,34.71 6 祐　誠  3,35.12 7 大牟田  3,35.30 8 八　女  3,40.74
 辛川　雅浩②  石橋　琢人②  藤村　亮太①  角　　直哉②
 中村皓太郎②  森光　恵史②  水元　大雅②  北島　宏起②
 西牟田　佑②  齊藤　崚斗①  松尾　紘太①  江口　純平②
 阿津坂将太①  小宮　大樹②  木村　粋攻①  永秋　　康②

09/05 男子 1 1 野田　直輝②  1.93 2 桑原　謙太②  1.90 3 成清　　蓮②  1.75 4 龍野　義己①  1.75
走高跳 決勝 　祐　誠 　祐　誠 　三　潴 　有明高専

5 南　　優樹①  1.60 6 西原　真洸①  1.60 7 森　　聖和②  1.55 7 田篭　徳彦①  1.55
　三　潴 　誠　修 　久留米 　祐　誠

7 坂井　勇斗①  1.55 10 由井園康介①  1.55 11 西川　大成①  1.55 11 月足　泰士②  1.55
　久留米高専 　三　井 　三　潴 　ありあけ新世
豊崎　祐介① 記録なし 坂本　宇史② 棄権    
　輝翔館 　八女工

09/06 男子 1 1 福永　洸生①  3.00 2 前田　有希①  2.60 島添　将希② 棄権    
棒高跳 決勝 　山　門 　三　井 　山　門

09/05 男子 1 1 三浦　秀誠①  6.36 2 光延　　笙②  6.19 3 海田　昌宏②  6.15 4 齊藤　崚斗①  6.14
走幅跳 決勝 　伝習館  +2.2 　三　潴  +0.6 　祐　誠  +1.0 　祐　誠  +0.7

5 江口　俊貴②  6.11 6 松藤　聖弥②  6.06 7 井手　悠真①  6.00 8 藤原憲志朗①  5.94
　祐　誠  +1.3 　誠　修  +0.8 　八　女  +0.3 　誠　修  +0.6

9 津留﨑吾郎②  5.94 10 室園　皓太②  5.86 11 田中湧士郎②  5.84 12 齋藤　友哉①  5.83
　八女工  +1.4 　福　島  +2.3 　三　井  +1.8 　三　井  +0.6

13 野中　勝太②  5.83 14 野村　　楓②  5.83 15 川口　晃志②  5.68 16 本木　　尊①  5.64
　八女工  +1.4 　明　善  +0.0 　南　筑  +1.0 　八女工  +0.9

17 吉住　直輝②  5.63 18 藤井　　稜①  5.62 19 大石　芳弘①  5.61 20 木村　粋攻①  5.46
　久留米  +0.4 　明　善  +0.7 　明　善  +1.8 　大牟田  +1.9

21 龍野　義己①  5.34 22 髙野　篤拓①  5.32 23 櫻井　祐陽①  5.30 24 壇　　怜哉①  5.25
　有明高専  +1.7 　久留米  +2.2 　福　島  +0.1 　山　門  +0.5

25 成清　　蓮②  5.20 26 中尾　嘉宏①  5.18 27 松藤　泰仁②  5.05 28 別府　　嵐②  5.04
　三　潴  +2.9 　山　門  +0.8 　輝翔館  +1.9 　浮羽工  +0.3

29 柏木　大知①  4.87 30 相浦　章吾①  4.64 31 安達　亮太②  4.23 32 井上　翔太①  4.23
　久留米  +0.9 　八　女  +0.7 　浮羽工  +0.0 　福　島  -0.3
大塚麟太郎② 記録なし 藤吉　大貴② 記録なし 原武　宏敬① 記録なし 水野　太智② 棄権    
　八女学院 　山　門 　三　潴 　三　池

09/06 男子 1 1 野中　勝太②  13.28 2 海田　昌宏②  13.01 3 大石　芳弘①  12.92 4 白石　知貴②  12.71
三段跳 決勝 　八女工  +0.1 　祐　誠  +1.8 　明　善  +0.2 　輝翔館  +1.7

5 津留﨑吾郎②  12.66 6 田篭　徳彦①  12.02 7 草場　悠輔①  11.95 8 松藤　聖弥②  11.73
　八女工  +1.4 　祐　誠  +2.4 　明　善  +0.1 　誠　修  +1.2

9 楠　　英雄①  11.70 10 室園　皓太②  11.45 11 壇　　怜哉①  11.02 12 西原　真洸①  10.84
　祐　誠  +0.3 　福　島  +0.0 　山　門  +0.1 　誠　修  +0.0

13 西　　哲平①  10.64 坂本　宇史② 棄権    
　明　善  +0.0 　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
09/05 男子 1 1 山下　光輝②  14.62 2 中尾　亮太①  13.20 3 川邊　　暉①  11.27 4 板橋　晴希②  10.57

砲丸投 決勝 　祐　誠 　祐　誠 　八　女 　有明高専
5 根来　直弥②  10.29 6 石橋　正樹①  9.10 7 井上　康平②  8.93 8 石橋　亨将②  8.38

　久留米商 　祐　誠 　輝翔館 　明　善
9 川村　直輝①  8.02 10 小宮　領祐①  7.22 11 藤川　朋己②  7.18 12 髙松　　潤①  6.21

　八　女 　八女工 　八女学院 　朝　倉
中村　亮太② 棄権    
　久留米

09/06 男子 1 1 穴井　建伍②  28.97 2 山下　光輝②  28.92 3 川邊　　暉①  28.16 4 中尾　亮太①  28.02
円盤投 決勝 　八女学院 　祐　誠 　八　女 　祐　誠

5 根来　直弥②  27.90 6 城戸　光明①  27.62 7 竹島　庸次②  25.95 8 木下　　周①  24.08
　久留米商 　八女学院 　八女学院 　久留米商

9 佐藤　薫平②  18.05 10 本園　海斗①  17.27 11 岩佐　祐雅①  17.16 12 大坪　彩人①  17.15
　明　善 　朝倉光陽 　朝倉光陽 　ありあけ新世
納戸　陽大① 棄権    板橋　晴希② 棄権    
　八女工 　有明高専

09/05 男子 1 1 石橋　正樹①  28.33 2 稲葉　龍馬②  27.51 3 本園　海斗①  19.99 4 岩佐　祐雅①  16.43
ﾊﾝﾏｰ投 決勝 　祐　誠 　祐　誠 　朝倉光陽 　朝倉光陽

5 石橋　亨将②  16.23 6 楢崎　　寛②  16.11
　明　善 　浮羽工

09/06 男子 1 1 菅原　貴幸②  54.07 2 高尾　祐希②  47.72 3 桑野　倖成②  44.60 4 牟田　太一①  44.10
やり投 決勝 　八女学院 　祐　誠 　八　女 　久留米商

5 馬場　礼悟②  43.16 6 納戸　陽大①  40.57 7 内尾　直斗①  37.62 8 小宮　領祐①  37.30
　伝習館 　八女工 　ありあけ新世 　八女工

9 川村　直輝①  34.91 10 野田　喜央①  34.56 11 佐藤　薫平②  34.22 12 長田　幸治①  33.50
　八　女 　祐　誠 　明　善 　祐　誠

13 坂本　智之②  32.97 13 吉田　　慎②  32.97 15 井上　翔太①  28.74 16 村上　啓祐①  26.61
　八女学院 　福　島 　福　島 　小　郡
城戸　良太② 棄権    
　八　女

09/05 男子 1 1 中村　亮太②  11.97 2 井上　康平②  12.07 3 星野　磨寿②  12.10 4 島添　惇平②  12.39
八種100m 決勝 0.0 　久留米 (657) 　輝翔館 (637) 　八女工 (631) 　八女工 (576)

5 吉田　　慎②  12.68 6 永田　竜也①  12.89 7 城戸　大輝①  12.89
　福　島 (523) 　誠　修 (487) 　誠　修 (487)

09/05 男子 1 1 中村　亮太②  52.64 2 星野　磨寿②  53.86 3 永田　竜也①  56.77 4 井上　康平②  57.49
八種400m 決勝 　久留米 (697) 　八女工 (645) 　誠　修 (530) 　輝翔館 (503)

5 城戸　大輝①  58.09 6 吉田　　慎②  58.11 島添　惇平② 棄権    
　誠　修 (480) 　福　島 (480) 　八女工

09/06 男子 1 1 中村　亮太②  4,39.71 2 星野　磨寿②  4,50.44 3 吉田　　慎②  5,09.34 4 城戸　大輝①  5,12.84
八種1500m 決勝 　久留米 (682) 　八女工 (616) 　福　島 (507) 　誠　修 (488)

5 永田　竜也①  5,16.42 6 井上　康平②  5,23.48
　誠　修 (469) 　輝翔館 (432)

09/06 男子 1 1 井上　康平②  17.69 2 中村　亮太②  19.86 3 星野　磨寿②  20.12 4 吉田　　慎②  20.14
八種110mH 決勝 +1.2 　輝翔館 (554) 　久留米 (360) 　八女工 (340) 　福　島 (338)

5 城戸　大輝①  20.90 6 永田　竜也①  20.94 島添　惇平② 棄権    
　誠　修 (282) 　誠　修 (279) 　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
09/06 男子 1 1 井上　康平②  1.70 2 吉田　　慎②  1.60 3 星野　磨寿②  1.50 4 中村　亮太②  1.50

八種走高跳 決勝 　輝翔館 (544) 　福　島 (464) 　八女工 (389) 　久留米 (389)
5 永田　竜也①  1.45 6 城戸　大輝①  1.35 島添　惇平② 棄権    

　誠　修 (352) 　誠　修 (283) 　八女工
09/05 男子 1 1 島添　惇平②  5.57 2 井上　康平②  5.48 3 星野　磨寿②  5.33 4 中村　亮太②  5.30

八種走幅跳 決勝 　八女工  +1.1(496) 　輝翔館  +0.3(477) 　八女工  +0.0(447) 　久留米  +0.8(441)
5 吉田　　慎②  4.84 6 永田　竜也①  4.68 7 城戸　大輝①  4.62

　福　島  +0.0(352) 　誠　修  +1.2(323) 　誠　修  +1.0(312)
09/05 男子 1 1 星野　磨寿②  10.03 2 島添　惇平②  8.77 3 井上　康平②  8.52 4 中村　亮太②  7.82

八種砲丸投 決勝 　八女工 (487) 　八女工 (412) 　輝翔館 (397) 　久留米 (356)
5 吉田　　慎②  6.85 6 城戸　大輝①  6.43 7 永田　竜也①  5.85

　福　島 (298) 　誠　修 (274) 　誠　修 (240)
09/06 男子 1 1 星野　磨寿②  40.27 2 井上　康平②  39.11 3 中村　亮太②  32.94 4 吉田　　慎②  32.04

八種やり投 決勝 　八女工 (446) 　輝翔館 (429) 　久留米 (341) 　福　島 (328)
5 城戸　大輝①  23.17 6 永田　竜也①  21.44 島添　惇平② 棄権    

　誠　修 (204) 　誠　修 (181) 　八女工
09/06 男子 1 1 星野　磨寿②  4001 2 井上　康平②  3973 3 中村　亮太②  3923 4 吉田　　慎②  3290

八種競技 決勝 　八女工 　輝翔館 　久留米 　福　島
5 永田　竜也①  2861 6 城戸　大輝①  2810 島添　惇平② 途中棄権

　誠　修 　誠　修 　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
09/05 女子 1 1 山下可那子②  13.21 2 大石菜々子②  13.58 3 岩下　祐子①  14.29 4 坂寺　茜音②  14.34

100m 予選 -1.0 　八女工 　祐　誠 　朝倉東 　ありあけ新世
橋本　七星① 棄権    坂本　花絵① 棄権    橋本　海優② 棄権    
　浮羽究真館 　輝翔館 　大牟田北

2 1 山上菜々子①  13.50 2 金子　紗奈①  13.97 3 河上ひかる①  14.31 4 合戸　真彩①  14.32
-2.5 　三　池 　大牟田 　三　井 　三　潴

5 田島やよい①  14.36 6 志田　優奈①  14.71 7 中島　　輝①  15.46
　有明高専 　久留米 　浮羽究真館

3 1 松嶋　春華①  13.60 2 荒木和佳奈②  13.76 3 松山　侑加①  14.04 4 永吉　星菜①  14.13
-2.4 　大牟田 　三　池 　八女学院 　三　井

5 吉田　彩乃①  14.39 6 壇　　彩乃①  14.97 岩﨑　恋梅② 棄権    
　小　郡 　八　女 　大牟田北

4 1 小田絵莉奈②  13.26 2 鶴田今日子②  13.70 3 堤　　春菜②  13.86 4 橋本　麻南①  14.09
-0.3 　大牟田 　伝習館 　久留米 　誠　修

5 米倉　鈴夏①  14.37 6 田中　彩瑛①  14.41 坂田　聖奈① 記録なし
　三　井 　八　女 　朝　倉

5 1 池田　彩乃①  13.64 2 渕上　満由②  13.66 3 福田　紫穂①  13.87 4 池田　華菜①  14.30
-0.2 　誠　修 　朝　倉 　小　郡 　久留米商

5 藤﨑　凌花①  14.37 6 熊谷　瑠璃①  14.39 末藤　真優② 棄権    
　福　島 　八女学院 　ありあけ新世

6 1 本村明日香②  13.39 2 園田愛理佳①  13.57 3 重松　彩花②  13.90 4 原田　瑠奈①  14.08
-0.1 　八　女 　祐　誠 　小　郡 　明　善

5 山口　夢生①  16.16 島田　奈弥① 棄権    原　　千裕② 棄権    
　山　門 　誠　修 　久留米商

7 1 壇　　琳菜②  13.36 2 井手　穂香②  13.70 3 坂本　愛実①  13.90 4 湯本　香菜②  14.44
-2.4 　八女工 　祐　誠 　輝翔館 　伝習館

5 浦本　真衣②  14.72 6 米倉　祐花②  14.93 櫻木　梨奈① 棄権    
　久留米商 　久留米 　浮羽究真館

09/05 女子 1 1 山下可那子②  12.87 2 松嶋　春華①  13.28 3 坂本　愛実①  13.53 4 松山　侑加①  13.54
100m 準決勝 -0.3 　八女工 　大牟田 　輝翔館 　八女学院

5 井手　穂香②  13.55 6 荒木和佳奈②  13.62 7 池田　彩乃①  13.66 8 永吉　星菜①  13.75
　祐　誠 　三　池 　誠　修 　三　井

2 1 小田絵莉奈②  13.16 2 園田愛理佳①  13.30 3 山上菜々子①  13.39 4 鶴田今日子②  13.65
-1.4 　大牟田 　祐　誠 　三　池 　伝習館

5 重松　彩花②  13.89 6 堤　　春菜②  13.92 7 橋本　麻南①  14.13 8 岩下　祐子①  14.16
　小　郡 　久留米 　誠　修 　朝倉東

3 1 壇　　琳菜②  13.19 2 渕上　満由②  13.21 3 本村明日香②  13.24 4 大石菜々子②  13.65
-1.9 　八女工 　朝　倉 　八　女 　祐　誠

5 金子　紗奈①  13.96 6 原田　瑠奈①  14.03 7 福田　紫穂①  14.04 8 河上ひかる①  14.24
　大牟田 　明　善 　小　郡 　三　井

09/05 女子 1 1 山下可那子②  12.95 2 壇　　琳菜②  13.17 3 小田絵莉奈②  13.25 4 本村明日香②  13.29
100m 決勝 -1.5 　八女工 　八女工 　大牟田 　八　女

5 渕上　満由②  13.35 6 園田愛理佳①  13.40 7 山上菜々子①  13.52 8 松嶋　春華①  13.59
　朝　倉 　祐　誠 　三　池 　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
09/06 女子 1 1 小木　彩加②  26.55 2 靍田　那津②  27.20 3 井手　穂香②  28.12 4 福田　紫穂①  28.38

200m 予選 +0.0 　誠　修 　久留米 　祐　誠 　小　郡
5 境　奈々恵①  28.41 6 田中　彩瑛①  29.81 7 岩下　祐子①  30.02

　三　池 　八　女 　朝倉東
2 1 本村明日香②  27.55 2 壇　　琳菜②  27.70 3 辻　明日香②  28.15 4 寺崎　訓加①  29.03

+0.4 　八　女 　八女工 　朝　倉 　小　郡
5 堤　　春菜②  29.27 6 藤﨑　凌花①  30.31 島田　奈弥① 棄権    

　久留米 　福　島 　誠　修
3 1 池田　彩乃①  27.76 2 山下可那子②  27.85 3 井上　紗希①  27.86 4 合嶋　光葉②  27.97

+0.2 　誠　修 　八女工 　小　郡 　大牟田
5 原田　瑠奈①  28.71 6 田島やよい①  29.87 7 湯本　香菜②  29.92

　明　善 　有明高専 　伝習館
4 1 田中　亜美①  27.13 2 小田絵莉奈②  27.15 3 髙尾　麻帆②  27.34 4 山上菜々子①  27.45

+0.8 　八女工 　大牟田 　祐　誠 　三　池
5 渕上　満由②  27.99 6 井上　萌衣①  29.20 石井　彩花① 棄権    

　朝　倉 　八　女 　久留米商
5 1 園田愛理佳①  27.38 2 荒尾　優衣②  27.52 3 荒木和佳奈②  27.59 4 松山　侑加①  28.35

-0.2 　祐　誠 　福　島 　三　池 　八女学院
5 川畑　舞夏①  28.94 6 田中　月都①  31.40 池田　華菜① 棄権    

　大牟田 　久留米 　久留米商
09/06 女子 1 1 小木　彩加②  26.52 2 壇　　琳菜②  27.17 3 山上菜々子①  27.25 4 小田絵莉奈②  27.38

200m 準決勝 +0.1 　誠　修 　八女工 　三　池 　大牟田
5 荒尾　優衣②  27.73 6 園田愛理佳①  27.79 7 井上　紗希①  28.31 渕上　満由② 棄権    

　福　島 　祐　誠 　小　郡 　朝　倉
2 1 本村明日香②  26.98 2 靍田　那津②  27.06 3 山下可那子②  27.09 4 田中　亜美①  27.13

+0.0 　八　女 　久留米 　八女工 　八女工
5 髙尾　麻帆②  27.50 6 荒木和佳奈②  27.80 7 池田　彩乃①  28.07 8 合嶋　光葉②  28.08

　祐　誠 　三　池 　誠　修 　大牟田
09/06 女子 1 1 小木　彩加②  26.01 2 本村明日香②  26.49 3 山下可那子②  26.70 4 田中　亜美①  26.79

200m 決勝 -0.6 　誠　修 　八　女 　八女工 　八女工
5 壇　　琳菜②  26.81 6 小田絵莉奈②  26.93 7 靍田　那津②  26.96 8 山上菜々子①  27.19

　八女工 　大牟田 　久留米 　三　池
09/05 女子 1 1 小木　彩加②  59.71 2 髙尾　麻帆②  1,00.30 3 辻　明日香②  1,01.11 4 江口　花凜②  1,03.42

400m 予選 　誠　修 　祐　誠 　朝　倉 　八　女
5 片岡　珠子②  1,05.68 6 酒村　佳奈①  1,05.96 7 武本　尚子②  1,07.93 8 田中　月都①  1,09.95

　明　善 　小　郡 　三　井 　久留米
2 1 荒尾　優衣②  1,00.68 2 成清　美紀②  1,01.57 3 末永　幸奈①  1,02.09 4 井上　紗希①  1,02.41

　福　島 　誠　修 　三　池 　小　郡
5 山口　真凜②  1,05.42 6 中岸　千晶②  1,06.74 7 川畑　舞夏①  1,07.90 8 原田　亜美①  1,11.82

　八　女 　輝翔館 　大牟田 　久留米
3 1 田中　亜美①  1,02.89 2 合嶋　光葉②  1,02.98 3 境　奈々恵①  1,03.41 4 中村　洋子②  1,03.82

　八女工 　大牟田 　三　池 　誠　修
5 靍田　那津②  1,06.09 6 境内　利菜①  1,08.99 7 石橋　温美①  1,11.80 8 青山　メイ②  1,13.38

　久留米 　小　郡 　八　女 　有明高専



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
09/05 女子 1 1 小木　彩加②  59.80 2 髙尾　麻帆②  1,00.17 3 荒尾　優衣②  1,00.24 4 辻　明日香②  1,01.60

400m 決勝 　誠　修 　祐　誠 　福　島 　朝　倉
5 成清　美紀②  1,01.61 6 合嶋　光葉②  1,01.87 7 田中　亜美①  1,01.93 8 末永　幸奈①  1,02.07

　誠　修 　大牟田 　八女工 　三　池
09/06 女子 1 1 大坪　桃子②  2,33.95 2 上川　　彩②  2,34.79 3 八尋　美咲①  2,39.71 4 佐志嘉奈子①  2,44.30

800m 予選 　八　女 　浮羽究真館 　小　郡 　柳　川
5 笠　　留維①  2,48.54 6 亀嵜　実央②  2,49.79 7 青山　メイ②  2,53.31

　久留米 　伝習館 　有明高専
2 1 末永　幸奈①  2,31.93 2 東川　佳湖①  2,34.58 3 岡部　鮎佳①  2,35.04 4 鹿毛　日愛①  2,38.42

　三　池 　大牟田 　柳　川 　久留米
5 中岸　千晶②  2,39.35 6 松永　果奈②  2,44.24 7 藤田　瑞生②  2,47.04

　輝翔館 　朝　倉 　八女学院
3 1 武本　尚子②  2,28.44 2 荒巻　南実②  2,32.07 3 今村　優花①  2,32.11 4 高尾　玲奈②  2,36.80

　三　井 　久留米 　明　善 　柳　川
5 佐藤　綾音①  2,38.00 6 中島　美優②  2,45.45 7 福島恵利香①  3,07.20

　浮羽究真館 　八　女 　有明高専
4 1 片岡　珠子②  2,33.63 2 大島　瑞星②  2,33.68 3 森山　未結②  2,37.91 4 石橋　温美①  2,38.85

　明　善 　朝倉東 　浮羽究真館 　八　女
5 岩本　流奈②  2,55.16 佐藤　葉月① 棄権    

　有明高専 　朝倉光陽
09/06 女子 1 1 大坪　桃子②  2,22.67 2 片岡　珠子②  2,23.02 3 末永　幸奈①  2,24.65 4 武本　尚子②  2,27.73

800m 決勝 　八　女 　明　善 　三　池 　三　井
5 今村　優花①  2,33.16 6 東川　佳湖①  2,33.21 7 大島　瑞星②  2,38.93 8 荒巻　南実②  2,41.41

　明　善 　大牟田 　朝倉東 　久留米
09/05 女子 1 1 鈴木　千華①  4,50.21 2 松尾　未来②  4,54.32 3 山中　花咲②  4,54.97 4 大坪　桃子②  4,57.41

1500m 決勝 　柳　川 　大牟田 　大牟田 　八　女
5 平田　清か①  4,57.88 6 工藤悠弓花②  4,59.28 7 奈須　　梢①  5,05.69 8 下川奈那子②  5,09.40

　柳　川 　明　善 　柳　川 　伝習館
9 東川　佳湖①  5,12.38 10 上川　　彩②  5,13.35 11 荒巻　南実②  5,21.08 12 松永　果奈②  5,21.21

　大牟田 　浮羽究真館 　久留米 　朝　倉
13 今村　優花①  5,21.62 14 森山　未結②  5,26.42 15 大島　瑞星②  5,27.37 16 佐藤　綾音①  5,29.77

　明　善 　浮羽究真館 　朝倉東 　浮羽究真館
17 佐藤　菜実①  5,30.35 18 八尋　美咲①  5,32.83 19 鹿毛　日愛①  5,33.16 20 笠　　留維①  5,45.46

　八　女 　小　郡 　久留米 　久留米
21 岩本　流奈②  5,58.16 22 佐藤　葉月①  6,06.04 23 牟田　真菜②  6,24.65 24 松尾　夢花②  7,50.98

　有明高専 　朝倉光陽 　小　郡 　大牟田北
古賀　優香① 棄権    大畑葉瑠菜② 棄権    
　誠　修 　小　郡

09/06 女子 1 1 鈴木　千華①  10,05.65 2 松尾　未来②  10,12.04 3 山中　花咲②  10,16.86 4 八島　明楼②  10,36.98
3000m 決勝 　柳　川 　大牟田 　大牟田 　柳　川

5 平田　清か①  10,43.89 6 桒原　知里①  10,50.75 7 工藤悠弓花②  11,02.91 8 下川奈那子②  11,08.78
　柳　川 　伝習館 　明　善 　伝習館

9 大畑絵璃菜②  11,15.19 10 黒木　もも②  11,28.31 11 八尋あおい①  11,33.58 松本　亜子① 棄権    
　小　郡 　小　郡 　小　郡 　大牟田
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09/05 女子 1 1 南　　史織②  16.28 2 合戸　真彩①  17.38 3 中岡　三奈②  18.62 4 目野由里香①  20.25

100mH 予選 +0.9 　明　善 　三　潴 　八　女 　伝習館
5 小川　純実①  20.34 安徳　紗矢① 棄権    

　久留米 　久留米商
2 1 荒木　美紅②  17.18 2 高瀬　美咲①  19.10 3 鶴田今日子②  19.55 4 井上　萌衣①  19.75

+0.9 　誠　修 　朝倉東 　伝習館 　八　女
5 内山　絢佳①  21.18 内田　瑚桃① 失格    

　久留米 　朝　倉
3 1 櫻田　桃世②  16.15 2 大津真衣子②  16.97 3 松嶋　春華①  17.34 4 宇野　菜月②  19.15

+1.0 　朝　倉 　八女工 　大牟田 　朝倉東
5 庄崎　杏南①  21.93 6 末藤　真優②  23.67 山田　祥子②

　南　筑 　ありあけ新世 　誠　修
09/05 女子 1 1 荒木　美紅②  16.59 2 南　　史織②  16.79 3 櫻田　桃世②  16.86 4 大津真衣子②  17.13

100mH 決勝 -1.3 　誠　修 　明　善 　朝　倉 　八女工
5 松嶋　春華①  17.19 6 合戸　真彩①  17.67 7 中岡　三奈②  18.25 8 高瀬　美咲①  18.84

　大牟田 　三　潴 　八　女 　朝倉東
09/06 女子 1 1 櫻田　桃世②  1,06.99 2 荒木　美紅②  1,08.85 3 中岡　三奈②  1,08.86 4 中村　洋子②  1,09.25

400mH 決勝 　朝　倉 　誠　修 　八　女 　誠　修
5 成清　美紀②  1,09.62 6 酒村　佳奈①  1,12.90 7 内田　瑚桃①  1,15.38 8 境内　利菜①  1,26.05

　誠　修 　小　郡 　朝　倉 　小　郡
09/06 女子 1 1 高尾　玲奈②  26,38.55 2 佐志嘉奈子①  27,29.55 3 奈須　　梢①  32,00.62 4 古賀　優香①  33,46.74

5000mW 決勝 　柳　川 　柳　川 　柳　川 　誠　修
5 髙嶋　麻由①  35,31.39 6 橋本　麻南①  36,27.79

　誠　修 　誠　修
09/05 女子 1 1 誠　修  51.38 2 祐　誠  51.51 3 三　池  52.01 4 小　郡  52.70

4x100mR 予選  池田　彩乃①  井手　穂香②  末永　幸奈①  重松　彩花②
 小木　彩加②  園田愛理佳①  荒木和佳奈②  福田　紫穂①
 成清　美紀②  大石菜々子②  山上菜々子①  笠　沙弥佳②
 中村　洋子②  森　　美咲②  境　奈々恵①  井上　紗希①

5 伝習館  52.93 6 久留米  54.04 7 朝倉東  57.99
 関屋奈々実②  米倉　祐花②  大島　瑞星②
 鶴田今日子②  堤　　春菜②  岩下　祐子①
 猿本　彩乃②  志田　優奈①  高瀬　美咲①
 湯本　香菜②  靍田　那津②  宇野　菜月②

2 1 八女工  49.97 2 八　女  51.35 3 朝　倉  52.25 4 輝翔館  53.19
 壇　　琳菜②  中岡　三奈②  櫻田　桃世②  國生　夏海②
 山下可那子②  本村明日香②  渕上　満由②  坂本　愛実①
 田中　亜美①  江口　花凜②  内田　瑚桃①  下坂　　碧①
 大津真衣子②  山口　真凜②  辻　明日香②  坂本　花絵①

5 三　井  55.87 6 山　門  58.21 7 明　善  58.60 大牟田 失格    
 河上ひかる①  古川　彩月①  山崎　由梨①  金子　紗奈①
 名古屋みく②  荒木　千尋①  南　　史織②  松嶋　春華①
 永吉　星菜①  山口　夢生①  原田　瑠奈①  合嶋　光葉②
 武本　尚子②  安倍　朱音②  片岡　珠子②  小田絵莉奈②
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09/06 女子 1 1 八女工  49.81 2 祐　誠  50.90 3 朝　倉  51.27 4 誠　修  51.40

4x100mR 決勝  壇　　琳菜②  園田愛理佳①  櫻田　桃世②  池田　彩乃①
 山下可那子②  髙尾　麻帆②  渕上　満由②  小木　彩加②
 田中　亜美①  大石菜々子②  内田　瑚桃①  成清　美紀②
 大津真衣子②  森　　美咲②  辻　明日香②  中村　洋子②

5 八　女  51.75 6 小　郡  52.35 7 三　池  52.65 8 伝習館  53.29
 中岡　三奈②  重松　彩花②  末永　幸奈①  関屋奈々実②
 本村明日香②  福田　紫穂①  荒木和佳奈②  鶴田今日子②
 江口　花凜②  笠　沙弥佳②  山上菜々子①  猿本　彩乃②
 山口　真凜②  井上　紗希①  境　奈々恵①  湯本　香菜②

09/05 女子 1 1 誠　修  4,12.77 2 小　郡  4,14.90 3 朝　倉  4,23.84 4 輝翔館  4,24.98
4x400mR 予選  池田　彩乃①  酒村　佳奈①  櫻田　桃世②  坂本　愛実①

 荒木　美紅②  井上　紗希①  辻　明日香②  國生　夏海②
 橋本　麻南①  福田　紫穂①  松永　果奈②  坂本　花絵①
 小木　彩加②  大坪　由貴①  内田　瑚桃①  中岸　千晶②

5 伝習館  4,29.25
 猿本　彩乃②
 鶴田今日子②
 関屋奈々実②
 湯本　香菜②

2 1 八　女  4,12.06 2 三　池  4,12.96 3 明　善  4,17.08 4 大牟田  4,20.68
 江口　花凜②  山上菜々子①  南　　史織②  金子　紗奈①
 本村明日香②  末永　幸奈①  片岡　珠子②  合嶋　光葉②
 中岡　三奈②  荒木和佳奈②  今村　優花①  川畑　舞夏①
 山口　真凜②  境　奈々恵①  原田　瑠奈①  小田絵莉奈②
柳　川 棄権    三　井 棄権    
 八島　明楼②  武本　尚子②
 高尾　玲奈②  名古屋みく②
 奈須　　梢①  中野　　葵②
 鈴木　千華①  河上ひかる①

09/06 女子 1 1 誠　修  4,09.12 2 八　女  4,14.83 3 小　郡  4,16.68 4 三　池  4,19.28
4x400mR 決勝  中村　洋子②  江口　花凜②  酒村　佳奈①  山上菜々子①

 成清　美紀②  大坪　桃子②  福田　紫穂①  末永　幸奈①
 橋本　麻南①  中岡　三奈②  井上　紗希①  荒木和佳奈②
 小木　彩加②  本村明日香②  大坪　由貴①  境　奈々恵①

5 大牟田  4,19.88 6 明　善  4,21.82 7 朝　倉  4,22.95 8 輝翔館  4,24.29
 金子　紗奈①  南　　史織②  櫻田　桃世②  坂本　愛実①
 合嶋　光葉②  片岡　珠子②  辻　明日香②  國生　夏海②
 松嶋　春華①  今村　優花①  松永　果奈②  中岸　千晶②
 小田絵莉奈②  原田　瑠奈①  内田　瑚桃①  坂本　花絵①

09/05 女子 1 1 江口　花凜②  1.54 2 猿渡　彩乃①  1.48 3 大坪　由貴①  1.40 4 浮島　彩薫①  1.35
走高跳 決勝 　八　女 　祐　誠 　小　郡 　ありあけ新世

5 小田　遥海①  1.35 6 森　　美咲②  1.35 7 中島　愛優①  1.20 8 庄崎　杏南①  1.20
　ありあけ新世 　祐　誠 　ありあけ新世 　南　筑
内山　絢佳① 記録なし 小川　純実① 記録なし
　久留米 　久留米



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
09/06 女子 1 1 大石菜々子②  5.15 2 青木　真彩①  5.10 3 坂本　愛実①  4.78 4 山口　真凜②  4.69

走幅跳 決勝 　祐　誠  +0.0 　祐　誠  +0.0 　輝翔館  +0.0 　八　女  +0.0
5 山崎　由梨①  4.69 6 関屋奈々実②  4.67 7 安倍　朱音②  4.57 8 藤吉　颯彩①  4.52

　明　善  +0.1 　伝習館  -0.3 　山　門  +0.0 　誠　修  +0.0
9 森　　美咲②  4.41 10 猿本　彩乃②  4.38 11 角　妃奈乃②  4.38 12 牟田　彩佳②  4.38

　祐　誠  +0.1 　伝習館  +1.5 　福　島  -0.2 　三　潴  +0.4
13 古川　彩月①  4.20 14 高瀬　美咲①  4.00 15 河上ひかる①  3.97 16 米倉　祐花②  3.94

　山　門  +1.1 　朝倉東  +0.0 　三　井  -0.6 　久留米  +0.6
17 宇野　菜月②  3.87 18 永吉　星菜①  3.83 19 荒木　千尋①  3.80 20 髙山　実里①  3.75

　朝倉東  +0.0 　三　井  +0.0 　山　門  +1.2 　久留米商  +0.7
21 米倉　鈴夏①  3.69 22 三塩　梨紗①  3.58 23 原田　亜美①  3.52 24 志田　優奈①  3.38

　三　井  -0.8 　小　郡  -0.6 　久留米  +1.2 　久留米  +0.0
福島恵利香① 棄権    髙巣　清耶① 棄権    
　有明高専 　久留米商

09/06 女子 1 1 岩本　千穂②  9.99 2 橋口帆乃香①  9.38 3 野村　美里②  9.29 4 山田　桃愛②  8.52
砲丸投 決勝 　祐　誠 　祐　誠 　祐　誠 　八　女

5 清水　彩楓②  8.32 6 笠　沙弥佳②  7.92 7 古山　紗妃①  7.47 8 坂田　聖奈①  7.19
　八　女 　小　郡 　有明高専 　朝　倉

9 中野　　葵②  7.01 10 加藤　千夏②  6.84 11 名古屋みく②  6.72 12 森　　美里①  6.16
　三　井 　八　女 　三　井 　大牟田

09/05 女子 1 1 清水　彩楓②  29.51 2 綿貫　木美①  26.53 3 橋口帆乃香①  24.64 4 野村　美里②  24.16
円盤投 決勝 　八　女 　祐　誠 　祐　誠 　祐　誠

5 中野　　葵②  23.08 6 下坂　　碧①  21.87 7 中泉花奈子②  21.69 8 坂寺　茜音②  21.64
　三　井 　輝翔館 　明　善 　ありあけ新世

9 松丸　優美②  20.79 10 吉田　亜依①  18.74 11 北原　沙彩①  13.92 12 古山　紗妃①  13.63
　八　女 　ありあけ新世 　ありあけ新世 　有明高専

09/05 女子 1 1 岩本　千穂②  43.18 2 山田　桃愛②  37.44 3 松丸　優美②  37.08 4 加藤　千夏②  32.72
やり投 決勝 　祐　誠 　八　女 　八　女 　八　女

5 臼井　夕奈①  32.41 6 山崎　由梨①  28.24 7 名古屋みく②  27.64 8 馬場　雛乃①  25.71
　祐　誠 　明　善 　三　井 　八女学院

9 中島　愛優①  23.16 10 山根　結衣②  20.35 11 坂田　千明①  18.66 12 小田　遥海①  18.04
　ありあけ新世 　伝習館 　大牟田 　ありあけ新世



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
09/05 女子 1 1 坂本　花絵①  28.45 2 國生　夏海②  28.72 3 髙嶋　麻由①  28.89 4 藤吉　颯彩①  29.37

七種200m 決勝 -1.9 　輝翔館 (596) 　輝翔館 (575) 　誠　修 (562) 　誠　修 (527)
5 山田　祥子②  29.79 6 角　妃奈乃②  30.93 7 中泉花奈子②  31.12

　誠　修 (497) 　福　島 (419) 　明　善 (407)
09/06 女子 1 1 國生　夏海②  2,38.36 2 坂本　花絵①  2,43.03 3 髙嶋　麻由①  2,44.76 4 藤吉　颯彩①  2,45.89

七種800m 決勝 　輝翔館 (592) 　輝翔館 (539) 　誠　修 (519) 　誠　修 (507)
5 中泉花奈子②  2,46.44 6 角　妃奈乃②  2,47.78 7 山田　祥子②  2,47.87

　明　善 (501) 　福　島 (487) 　誠　修 (486)
09/05 女子 1 1 角　妃奈乃②  18.31 2 國生　夏海②  18.60 3 中泉花奈子②  19.38 4 坂本　花絵①  19.85

七種100mH 決勝 +0.7 　福　島 (457) 　輝翔館 (428) 　明　善 (356) 　輝翔館 (315)
5 髙嶋　麻由①  20.14 6 山田　祥子②  20.60 7 藤吉　颯彩①  23.17

　誠　修 (291) 　誠　修 (254) 　誠　修 (93)
09/05 女子 1 1 角　妃奈乃②  1.30 2 藤吉　颯彩①  1.25 3 國生　夏海②  1.25 4 髙嶋　麻由①  1.20

七種走高跳 決勝 　福　島 (409) 　誠　修 (359) 　輝翔館 (359) 　誠　修 (312)
4 山田　祥子②  1.20 4 中泉花奈子②  1.20 7 坂本　花絵①  1.20

　誠　修 (312) 　明　善 (312) 　輝翔館 (312)
09/06 女子 1 1 國生　夏海②  4.63 2 藤吉　颯彩①  4.55 3 角　妃奈乃②  4.34 4 坂本　花絵①  4.16

七種走幅跳 決勝 　輝翔館  -1.1(461) 　誠　修  -1.4(441) 　福　島  +0.0(388) 　輝翔館  -0.6(345)
5 山田　祥子②  4.02 6 中泉花奈子②  3.99 7 髙嶋　麻由①  3.89

　誠　修  -1.4(312) 　明　善  -1.0(306) 　誠　修  -1.0(283)
09/05 女子 1 1 中泉花奈子②  7.43 2 國生　夏海②  7.12 3 藤吉　颯彩①  6.54 4 角　妃奈乃②  6.25

七種砲丸投 決勝 　明　善 (363) 　輝翔館 (343) 　誠　修 (306) 　福　島 (287)
5 坂本　花絵①  6.02 6 山田　祥子②  5.80 7 髙嶋　麻由①  5.78

　輝翔館 (273) 　誠　修 (259) 　誠　修 (257)
09/06 女子 1 1 中泉花奈子②  25.23 2 角　妃奈乃②  24.61 3 藤吉　颯彩①  22.08 4 山田　祥子②  21.24

七種やり投 決勝 　明　善 (387) 　福　島 (375) 　誠　修 (328) 　誠　修 (312)
5 國生　夏海②  21.02 6 坂本　花絵①  16.45 7 髙嶋　麻由①  10.25

　輝翔館 (308) 　輝翔館 (223) 　誠　修 (111)
09/06 女子 1 1 國生　夏海②  3066 2 角　妃奈乃②  2822 3 中泉花奈子②  2632 4 坂本　花絵①  2603

七種競技 決勝 　輝翔館 　福　島 　明　善 　輝翔館
5 藤吉　颯彩①  2561 6 山田　祥子②  2432 7 髙嶋　麻由①  2335

　誠　修 　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
09/05 男子 1 三浦　秀誠① 伝習館  X  X  6.15  6.13  6.18  6.36 6.36

走幅跳 決勝 1 ﾐｳﾗ ｼｭｳｾｲ 南部 +0.7 +1.2 +0.8 +1.7 +0.0 +2.2 +2.2  
2 光延　　笙② 三　潴  6.19  5.95  5.99  5.80  X  5.97 6.19

ﾐﾂﾉﾌﾞ ｼｮｳ 南部 +0.6 +1.2 +1.1 +1.7 +1.4 +0.0 +0.6  
3 海田　昌宏② 祐　誠  6.15  5.69  5.47  -  -  - 6.15

ｶｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 南部 +1.0 +0.0 +2.3    +1.0  
4 齊藤　崚斗① 祐　誠  6.08  6.14  X  X  5.71  6.01 6.14

ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾄ 南部 -0.2 +0.7 +2.9 +2.5 -0.4 +1.9 +0.7  
5 江口　俊貴② 祐　誠  5.95  6.11  6.09  6.11  X  5.83 6.11

ｴｸﾞﾁ ﾄｼｷ 南部 +0.1 +1.4 +1.0 +1.3 +0.4 +1.5 +1.3  
6 松藤　聖弥② 誠　修  6.06  5.63  5.66  6.04  5.94  X 6.06

ﾏﾂﾌｼﾞ ﾏｻﾔ 南部 +0.8 +1.5 +1.6 +1.3 +0.9 +1.0 +0.8  
7 井手　悠真① 八　女  5.85  5.79  6.00  X  5.94  5.91 6.00

ｲﾃﾞ ﾕｳﾏ 南部 -0.2 +0.7 +0.3 +1.7 +0.7 +1.4 +0.3  
8 藤原憲志朗① 誠　修  5.94  5.89  X  5.81  5.83  X 5.94

ﾌｼﾞﾊﾗ ｹﾝｼﾛｳ 南部 +0.6 +1.0 +0.8 +1.0 +0.7 +1.1 +0.6  
9 津留﨑吾郎② 八女工  5.72  X  5.94    5.94

ﾂﾙｻｷ ｺﾞﾛｳ 南部 +0.1 +0.8 +1.4    +1.4  
10 室園　皓太② 福　島  5.72  5.07  5.86    5.86

ﾑﾛｿﾞﾉ ｺｳﾀ 南部 +0.6 +0.7 +2.3    +2.3  
11 田中湧士郎② 三　井  4.30  5.47  5.84    5.84

ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ 南部 +1.0 +0.6 +1.8    +1.8  
12 齋藤　友哉① 三　井  5.76  5.83  X    5.83

ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ 南部 +1.0 +0.6 +2.8    +0.6  
13 野中　勝太② 八女工  X  5.73  5.83    5.83

ﾉﾅｶ ｼｮｳﾀ 南部 +0.9 +0.2 +1.4    +1.4  
14 野村　　楓② 明　善  5.83  5.62  5.55    5.83

ﾉﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 南部 +0.0 -0.1 +1.1    +0.0  
15 川口　晃志② 南　筑  X  5.62  5.68    5.68

ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｼ 南部 +0.8 +1.0 +1.0    +1.0  
16 本木　　尊① 八女工  5.51  5.64  X    5.64

ﾓﾄｷ ﾀｶｼ 南部 -0.1 +0.9 +2.8    +0.9  
17 吉住　直輝② 久留米  -  5.43  5.63    5.63

ﾖｼｽﾞﾐ ﾅｵｷ 南部  +0.3 +0.4    +0.4  
18 藤井　　稜① 明　善  5.51  5.62  5.29    5.62

ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳ 南部 +0.0 +0.7 +2.0    +0.7  
19 大石　芳弘① 明　善  X  X  5.61    5.61

ｵｵｲｼ ﾖｼﾋﾛ 南部 +0.0 +0.6 +1.8    +1.8  
20 木村　粋攻① 大牟田  5.29  5.39  5.46    5.46

ｷﾑﾗ ｷﾖﾀｶ 南部 +1.1 +1.5 +1.9    +1.9  
21 龍野　義己① 有明高専  X  5.31  5.34    5.34

ﾘｭｳﾉ ﾖｼｷ 南部 +1.2 +0.7 +1.7    +1.7  
22 髙野　篤拓① 久留米  5.24  5.08  5.32    5.32

ﾀｶﾉ ｱﾂﾋﾛ 南部 +0.9 +0.2 +2.2    +2.2  
23 櫻井　祐陽① 福　島  4.92  5.11  5.30    5.30

ｻｸﾗｲ ﾕｳﾋ 南部 +0.0 +1.3 +0.1    +0.1  
24 壇　　怜哉① 山　門  5.23  5.25  4.32    5.25

ﾀﾞﾝ ﾚｲﾔ 南部 +0.0 +0.5 +1.9    +0.5  
25 成清　　蓮② 三　潴  5.18  4.94  5.20    5.20

ﾅﾘｷﾖ ﾚﾝ 南部 +0.2 +0.3 +2.9    +2.9  
26 中尾　嘉宏① 山　門  5.18  4.80  5.16    5.18

ﾅｶｵ ﾖｼﾋﾛ 南部 +0.8 +1.4 +2.0    +0.8  
27 松藤　泰仁② 輝翔館  4.70  4.03  5.05    5.05

ﾏﾂﾌｼﾞ ﾔｽﾋﾄ 南部 +0.5 +0.4 +1.9    +1.9  
28 別府　　嵐② 浮羽工  4.89  4.94  5.04    5.04

ﾍﾞｯﾌﾟ ｱﾗｼ 南部 -0.3 +0.3 +0.3    +0.3  
29 柏木　大知① 久留米  4.07  X  4.87    4.87

ｶｼﾜｷﾞ ﾀﾞｲﾁ 南部 +0.0 +0.7 +0.9    +0.9  
30 相浦　章吾① 八　女  4.55  4.62  4.64    4.64

ｱｲｳﾗ ｼｮｳｺﾞ 南部 +1.2 +0.9 +0.7    +0.7  
31 安達　亮太② 浮羽工  4.11  4.23  4.16    4.23

ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 南部 +0.5 +0.0 +0.9    +0.0  
32 井上　翔太① 福　島  4.23  3.72  O    4.23

ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 南部 -0.3 +0.4 +0.8    -0.3  
藤吉　大貴② 山　門 記録なし
ﾌｼﾞﾖｼ ﾀﾞｲｷ 南部
原武　宏敬① 三　潴 記録なし
ﾊﾗﾀｹ ﾋﾛﾀｶ 南部
大塚麟太郎② 八女学院 記録なし
ｵｵﾂｶ ﾘﾝﾀﾛｳ 南部
水野　太智② 三　池 棄権    
ﾐｽﾞﾉ ﾀｲﾁ 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
09/06 男子 1 野中　勝太② 八女工  13.02  13.28  X  O  13.26  X 13.28

三段跳 決勝 1 ﾉﾅｶ ｼｮｳﾀ 南部 +0.9 +0.1 +0.8 +1.9 -0.1 +0.5 +0.1  
2 海田　昌宏② 祐　誠  X  X  12.12  X  12.78  13.01 13.01

ｶｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 南部 +0.8 +0.0 +0.8 +1.1 +0.6 +1.8 +1.8  
3 大石　芳弘① 明　善  12.92  12.74  12.82  12.69  X  12.62 12.92

ｵｵｲｼ ﾖｼﾋﾛ 南部 +0.2 -0.2 +1.2 +0.4 +0.0 +1.4 +0.2  
4 白石　知貴② 輝翔館  12.12  12.22  12.68  12.42  12.15  12.71 12.71

ｼﾗｲｼ ﾄﾓｷ 南部 +0.9 +0.6 +2.3 +0.0 -0.5 +1.7 +1.7  
5 津留﨑吾郎② 八女工  12.04  12.34  X  12.31  12.07  12.66 12.66

ﾂﾙｻｷ ｺﾞﾛｳ 南部 +0.8 +0.2 +0.7 +0.0 +0.0 +1.4 +1.4  
6 田篭　徳彦① 祐　誠  11.84  11.50  12.02  11.76  11.79  11.84 12.02

ﾀｺﾞﾓﾘ ﾉﾘﾋｺ 南部 +0.9 +0.1 +2.4 +0.5 +0.0 -0.1 +2.4  
7 草場　悠輔① 明　善  11.80  11.95  X  11.70  11.95  X 11.95

ｸｻﾊﾞ ﾕｳｽｹ 南部 +0.9 +0.1 +1.0 +0.8 +1.1 -0.2 +0.1  
8 松藤　聖弥② 誠　修  11.68  X  11.73  11.43  O  10.93 11.73

ﾏﾂﾌｼﾞ ﾏｻﾔ 南部 +0.6 +0.2 +1.2 +0.4 +1.8 +0.5 +1.2  
9 楠　　英雄① 祐　誠  11.61  11.70  11.49    11.70

ｸｽ ｱｷﾀｶ 南部 +0.0 +0.3 +0.1    +0.3  
10 室園　皓太② 福　島  11.19  11.45  11.44    11.45

ﾑﾛｿﾞﾉ ｺｳﾀ 南部 +1.5 +0.0 +1.4    +0.0  
11 壇　　怜哉① 山　門  10.87  11.02  10.91    11.02

ﾀﾞﾝ ﾚｲﾔ 南部 +0.6 +0.1 +0.7    +0.1  
12 西原　真洸① 誠　修  10.84  10.50  10.44    10.84

ﾆｼﾊﾗ ﾏﾋﾛ 南部 +0.0 +0.4 -0.3    +0.0  
13 西　　哲平① 明　善  10.64  10.57  X    10.64

ﾆｼ ﾃｯﾍﾟｲ 南部 +0.0 +0.6 +0.0    +0.0  
坂本　宇史② 八女工 棄権    
ｻｶﾓﾄ ﾀｶｼ 南部

09/05 男子 1 島添　惇平② 八女工  5.48  5.57  5.54    5.57
八種走幅跳 決勝 1 ｼﾏｿﾞｴ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 南部 +1.3 +1.1 +0.6    +1.1 (496)

2 井上　康平② 輝翔館  5.46  5.48  5.24    5.48
ｲﾉｳｴ ｺｳﾍｲ 南部 +0.6 +0.3 +0.4    +0.3 (477)

3 星野　磨寿② 八女工  X  5.05  5.33    5.33
ﾎｼﾉ ﾏﾋｻ 南部 +1.8 +1.2 +0.0    +0.0 (447)

4 中村　亮太② 久留米  5.30  5.16  4.98    5.30
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 南部 +0.8 +0.1 +0.0    +0.8 (441)

5 吉田　　慎② 福　島  4.46  4.26  4.84    4.84
ﾖｼﾀﾞ ｼﾝ 南部 +0.7 +0.9 +0.0    +0.0 (352)

6 永田　竜也① 誠　修  4.64  4.42  4.68    4.68
ﾅｶﾞﾀ ﾀﾂﾔ 南部 +0.0 -0.5 +1.2    +1.2 (323)

7 城戸　大輝① 誠　修  X  4.33  4.62    4.62
ｷﾄﾞ ﾀﾞｲｷ 南部 +1.9 +1.2 +1.0    +1.0 (312)



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
09/06 女子 1 大石菜々子② 祐　誠  5.11  X  5.00  5.10  5.15  5.00 5.15

走幅跳 決勝 1 ｵｵｲｼ ﾅﾅｺ 南部 +0.0 +0.2 -0.8 +0.0 +0.0 -0.6 +0.0  
2 青木　真彩① 祐　誠  5.10  5.00  X  X  4.91  4.93 5.10

ｱｵｷ ﾏﾔ 南部 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 -0.5 +0.0 +0.0  
3 坂本　愛実① 輝翔館  4.73  4.73  4.61  4.47  4.48  4.78 4.78

ｻｶﾓﾄ ﾏﾅﾐ 南部 +0.0 +0.3 +0.0 -0.6 -0.6 +0.0 +0.0  
4 山口　真凜② 八　女  X  4.52  4.46  4.38  4.68  4.69 4.69

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘﾝ 南部 +0.0 +0.9 +0.1 -1.4 -0.6 +0.0 +0.0  
5 山崎　由梨① 明　善  4.28  4.65  4.69  4.56  4.50  4.45 4.69

ﾔﾏｻｷ ﾕﾘ 南部 -1.0 +0.5 +0.1 -0.1 -0.9 +0.2 +0.1  
6 関屋奈々実② 伝習館  4.67  X  X  X  4.65  4.64 4.67

ｾｷﾔ ﾅﾅﾐ 南部 -0.3 -0.1 +0.1 -0.5 -0.7 +0.3 -0.3  
7 安倍　朱音② 山　門  4.54  4.56  4.36  4.24  X  4.57 4.57

ｱﾍﾞ ｱｶﾈ 南部 -0.6 +1.5 +0.0 -0.6 -0.8 +0.0 +0.0  
8 藤吉　颯彩① 誠　修  4.15  4.52  4.20  4.34  4.20  4.46 4.52

ﾌｼﾞﾖｼ ｻﾂｷ 南部 -0.6 +0.0 +0.0 -0.1 -0.1 -0.7 +0.0  
9 森　　美咲② 祐　誠  X  4.41  4.36    4.41

ﾓﾘ ﾐｻｷ 南部 -0.5 +0.1 -0.5    +0.1  
10 猿本　彩乃② 伝習館  4.29  4.38  4.20    4.38

ｻﾙﾓﾄ ｱﾔﾉ 南部 -0.5 +1.5 -0.2    +1.5  
11 角　妃奈乃② 福　島  4.38  X  4.29    4.38

ｽﾐ ﾋﾅﾉ 南部 -0.2 +1.6 +0.0    -0.2  
12 牟田　彩佳② 三　潴  4.10  4.16  4.38    4.38

ﾑﾀ ｱﾔｶ 南部 -0.1 +0.0 +0.4    +0.4  
13 古川　彩月① 山　門  4.12  4.16  4.20    4.20

ﾌﾙｶﾜ ｻﾂｷ 南部 +0.0 +1.0 +1.1    +1.1  
14 高瀬　美咲① 朝倉東  3.99  3.97  4.00    4.00

ﾀｶｾ ﾐｻｷ 南部 -0.1 +0.0 +0.0    +0.0  
15 河上ひかる① 三　井  X  3.97  3.97    3.97

ｶﾜｶﾐ ﾋｶﾙ 南部 -0.4 -0.6 +0.0    -0.6  
16 米倉　祐花② 久留米  3.82  3.83  3.94    3.94

ﾖﾈｸﾗ ﾕｳｶ 南部 -0.7 +1.2 +0.6    +0.6  
17 宇野　菜月② 朝倉東  3.73  3.62  3.87    3.87

ｳﾉ ﾅﾂｷ 南部 -0.4 -1.2 +0.0    +0.0  
18 永吉　星菜① 三　井  3.66  3.74  3.83    3.83

ﾅｶﾞﾖｼ ｾｲﾅ 南部 -0.5 +1.7 +0.0    +0.0  
19 荒木　千尋① 山　門  3.75  3.80  3.76    3.80

ｱﾗｷ ﾁﾋﾛ 南部 +0.0 +1.2 +0.4    +1.2  
20 髙山　実里① 久留米商  3.65  3.75  3.49    3.75

ﾀｶﾔﾏ ﾐｻﾄ 南部 -0.2 +0.7 +1.0    +0.7  
21 米倉　鈴夏① 三　井  X  3.69  X    3.69

ﾖﾈｸﾗ ｽｽﾞｶ 南部 -0.4 -0.8 +1.3    -0.8  
22 三塩　梨紗① 小　郡  3.58  3.46  3.54    3.58

ﾐｼｵ ﾘｻ 南部 -0.6 -1.0 +1.3    -0.6  
23 原田　亜美① 久留米  3.40  3.52  3.38    3.52

ﾊﾗﾀﾞ ｱﾐ 南部 -0.2 +1.2 +0.0    +1.2  
24 志田　優奈① 久留米  3.38  3.02  X    3.38

ｼﾀﾞ ﾕｳﾅ 南部 +0.0 +1.4 +1.6    +0.0  
髙巣　清耶① 久留米商 棄権    
ﾀｶｽ ｻﾔｶ 南部
福島恵利香① 有明高専 棄権    
ﾌｸｼﾏ ｴﾘｶ 南部

09/06 女子 1 國生　夏海② 輝翔館  4.63  4.52  4.53    4.63
七種走幅跳 決勝 1 ｺｸｼｮｳ ﾅﾂﾐ 南部 -1.1 -0.4 -0.3    -1.1 (461)

2 藤吉　颯彩① 誠　修  4.47  4.27  4.55    4.55
ﾌｼﾞﾖｼ ｻﾂｷ 南部 -1.3 -1.6 -1.4    -1.4 (441)

3 角　妃奈乃② 福　島  4.34  4.30  4.14    4.34
ｽﾐ ﾋﾅﾉ 南部 +0.0 -0.9 -1.3    +0.0 (388)

4 坂本　花絵① 輝翔館  4.12  4.16  4.07    4.16
ｻｶﾓﾄ ﾊﾅｴ 南部 -0.5 -0.6 -0.7    -0.6 (345)

5 山田　祥子② 誠　修  3.66  3.70  4.02    4.02
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｺ 南部 -0.6 -1.7 -1.4    -1.4 (312)

6 中泉花奈子② 明　善  3.74  3.78  3.99    3.99
ﾅｶｲｽﾞﾐ ｶﾅｺ 南部 -0.5 -0.1 -1.0    -1.0 (306)

7 髙嶋　麻由① 誠　修  3.89  3.55  3.78    3.89
ﾀｶｼﾏ ﾏﾕ 南部 -1.0 -0.9 -2.3    -1.0 (283)


