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久留米総合スポーツセンター県立

所　　属所　　属 氏　名（学年） 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）

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 年

第５７回福岡県高等学校陸上競技対校選手権大会兼国体選考会

記　　録 記　　録

 11.15 (11.12 -0.8)  11.15 =４位  11.26 (11.12 -0.8)  11.43 (11.03 +1.5)A100m  10.76  11.05 (10.92 +1.5)  11.07 (11.04 -0.8)  11.47 (11.16 +1.5)
風：-1.5 竹下　裕希③ 福大大濠 西岡　孝樹③ 東　筑 藤原　　豪③ 小倉工 尾石　利広③ 小　郡 葛城　拓真③ 京　都 坂井　泰士② 東福岡池田　大樹③ 戸畑工 川内　等意② 自由ケ丘

 11.63 (11.36 -0.3)  11.66 (11.34 -0.3)  11.67 (11.35 -0.3)  11.68 (11.40 -0.1)B100m  11.03 (10.89 -0.3)  11.17 (11.14 -0.1)  11.50 (11.20 -0.1)  11.81 (11.55 -0.1)
風：-2.5 大瀬戸一馬① 小倉東 木下　裕基① 東福岡 小椋　直樹① 九州国際大付 下司桃太郎① 三　池 一木　真生① 小倉東 石川晋太朗① 八女工八尋　風太① 西南学院 原　　翔太① 三池工

 23.00  23.29 (23.12 -4.4)  23.49  23.57 (23.24 -4.4)A200m  22.14  22.59  23.00  23.58 (23.47 -4.4)
風：-4.8 竹下　裕希③ 福大大濠 吉川　慎弥③ 八女工 扇　小太郎② 八女工 池田　大樹③ 戸畑工 葛城　拓真③ 京　都 吉川　盛将② 八女工山之内秀治③ 福大大濠 崎山　航希② 祐　誠

 23.96 (23.47 -4.2)  24.25 (23.98 -4.2)  24.37 (24.24 -4.2)  24.41B200m  22.89  23.44  23.85  24.86 (24.53 -4.2)
風：-4.6 大瀬戸一馬① 小倉東 木下　裕基① 東福岡 八尋　風太① 西南学院 下司桃太郎① 三　池 原　　翔太① 三池工 右田　　悟① 筑陽学園中村　海斗① 小倉工 濱本　寛生① 京　都

 50.56 (49.82)  50.87 (49.81)  50.95 (50.40)  51.57 (50.54)A400m  49.57 (49.32)  49.81 (49.79)  50.34 (49.93)  52.43 (50.98)

吉崎　晋介③ 自由ケ丘 鍛治　祐太③ 門司大翔館 上野　大輝③ 自由ケ丘 只隈　雄一③ 八女工 松岡　　弘② 春　日 長野　大悟② 明　善尾中　優太③ 筑陽学園 崎山　航希② 祐　誠

 50.92 =３位  51.33  52.74 (52.48)  52.75 (52.22)B400m  50.63  50.70  50.92  53.94 (52.28)

花田　純一① 筑陽学園 西野　　航① 小　倉 渡辺　崇臣① 福岡魁誠 中島　祐亮① 直　方 井上　椋太① 純　真 藤木　　耀① 三　池乃木　英治① 小倉工 原　　敬太① 筑陽学園

 1,59.36  2,01.38 (2,00.88)  2,02.13 (2,01.70)  2,03.16 (2,00.02)A800m  1,57.38  1,58.33  1,58.62  2,08.01 (2,01.87)

白石　竜成③ 大牟田 千輪　浩平② 純　真 小田　裕也② 八女工 山嵜　裕介③ 筑　前 尾崎　貴宣③ 九州国際大付 前田　良太③ 筑紫丘石田　　政② 九州国際大付 廣瀬　　楽② 春　日

 2,05.84  2,07.90  2,08.88 (2,08.04)  2,09.45 (2,08.60)B800m  1,58.71  2,00.99  2,04.63  2,10.51

渡辺　崇臣① 福岡魁誠 前田　晃旗① 大牟田 花田　拓洋① 福岡魁誠 豊福　　篤① 小倉東 薄　　武志① 東福岡 才所亜希良① 八女工片江　英人① 小倉工 有本　雅史① 直　方

 4,05.77  4,10.82  4,12.71 (4,11.70)  4,12.77A1,500m  4,00.20  4,00.77  4,05.54  4,15.61 (4,11.80)

石田　　政② 九州国際大付 一番ヶ瀬大聖② 八女工 寺田　博英③ 福大大濠 松隈　是明③ 福大大濠 古栁　大介② 柳　川 中宮　啓介② 福岡中央松井　一将② 宗　像 小椋新之介③ 福岡魁誠

 4,10.69  4,13.16  4,17.28  4,17.86B1,500m  4,08.72  4,10.15  4,10.37  4,21.35

片平　義貴① 大牟田 松永　純宜① 八女工 豊福　　篤① 小倉東 安部　勇気① 宗　像 浦川　雅矢① 大牟田 田中　風希① 小倉工御厨　隆紀① 福大大濠 橋本　龍介① 九州国際大付

 15,51.12  15,52.29  15,54.07  15,55.27A5,000m  15,40.95  15,43.43  15,44.45  15,56.19

中島　涼輔③ 修猷館 一番ヶ瀬大聖② 八女工 獅子島有也② 自由ケ丘 樺島　裕貴③ 福岡第一 齋藤　龍二③ 福岡第一 福元　航平② 柳　川柴田　真樹③ 柳　川 末永　　允③ 九州国際大付

 9,35.36  9,40.89  9,46.10  9,47.44B3,000m  9,13.69  9,18.67  9,21.74  9,53.84

市田　拓海① 九州国際大付 浦川　雅矢① 大牟田 相園　大輔① 八女工 片平　義貴① 大牟田 白石凌太郎① 福大大濠 今岡　雄太① 飯　塚中村　泰志① 純　真 大浜　拓也① 小倉南

 15.51  15.88 (15.56 -1.0)  16.19 (15.92 -0.1)  16.39 (15.92 -0.1)A110mH  14.99  15.15  15.46  
風：-1.8 原　　佑弥② 自由ケ丘 村吉　　猛③ 三池工 橋本　伊織② 筑陽学園 福島　　航③ 筑陽学園 金子　悠佑③ 八女工大庭　　刃③ 筑　豊 井上　将太③ 早　良

 16.20 (16.15 -1.6)  16.59 (15.84 -0.7)  16.60  16.75 (16.73 -1.6)B110mJH  15.20 (15.14 -0.7)  15.56 (15.47 -1.6)  15.81 (15.60 -1.6)  16.92 (16.32 -0.7)
風：-0.9 中西　力也① 修猷館 後藤　謙吾① 筑陽学園 小林　瑠貴① 小倉工 角　　佳樹① 香住丘 稲冨　一昇① 福　島 坂元　勇太① 自由ケ丘堺　　健太① 八女工 秋山　滉平① 三池工

 56.05  56.96  57.67  59.09 (58.38)A400mH  54.32  54.79  54.85  59.66 (58.67)

永野　佑一③ 育徳館 中村　共博② 小倉工 福島　　航③ 筑陽学園 古市　元輝③ 筑　紫 安達　誠二③ 小倉工 桃﨑　純平② 筑陽学園佐護　大輝③ 福岡第一 原　　宏大② 田　川

 1,00.17  1,00.60  1,01.43  1,04.12 (1,01.96)B400mH  57.92  58.17  59.20  1,04.69 (1,02.26)

西野　　航① 小　倉 中西　力也① 修猷館 西野　　匡① 小　倉 川口　航輝① 田　川 藤木　　耀① 三　池 笠　　大地① 西南学院岡松　佑弥① 八女工 山崎　　純① 筑　紫

 9,59.27 (9,45.15)  10,01.04  10,06.40  10,06.993,000mSC  9,38.09 (9,21.82)  9,49.36 (9,41.23)  9,51.88 (9,42.11)  10,12.27

杵島　啓太③ 大牟田 三牧　真也② 八女工 嶺　　友太② 九州国際大付 阿部　貴浩③ 自由ケ丘 櫻井　力靖③ 福大大濠 吉岡　紀元② 福岡第一高村　享平② 純　真 松藤　　仁③ 有明高専

 23,45.22  24,25.79  25,04.72  25,46.045,000mW  23,15.19  23,27.14  23,28.76  27,19.96

福本　　碧③ 八幡南 桑原　　元③ 浮羽究真館 工藤　拓馬② 柳　川 寺井　淳貴③ 小倉工 宝満　正嗣② 宗　像 森下　　翔② 小倉工宮下　浩明③ 八女工 平田　　徹③ 小倉工

 42.61  43.05  43.60 (43.12)  43.91 (43.52) 42.11  42.24 (42.01)  42.26  42.40

藤崎　昻大② 能塚　雄介②4x100mR 田中　源貴② 石川晋太朗① 太田翔一郎②伊藤聡一郎② 興梠　正之②

自由ケ丘 山之内秀治③ 福大大濠 崎山　航希②

右田　　悟①

祐　誠 内藤　　駿① 西南学院 野田伸太郎②藤原　　豪③ 小倉工 吉川　慎弥③ 八女工 松本　滉希② 筑陽学園 稲福　兼人③ 若松商

座木　隼人③ 扇　小太郎② 西村　拓人③ 竹下　裕希③ 栗山　勇輝③本園　大貴② 八尋　風太①

藤崎　　晃③ 別府　寛高②

橋本　伊織②

松原　卓也② 坂井　翔太③中村　海斗① 吉川　盛将② 川内　等意② 横川　尚都③

 3,20.05 (3,18.61)  3,21.39 (3,20.43)  3,22.21 (3,18.98)  3,22.98 (3,21.88)  3,28.05 (3,23.63)  3,28.69 (3,24.99)  3,29.23 (3,27.07)  3,31.34 (3,25.40)

4x400mR 上野　大輝③ 岸　　大輝③ 清水　誠也② 乃木　英治① 東谷　祐樹② 池田　和正②國武　健人③ 吉原　聖也②

扇　小太郎② 八女工 田中　源貴② 小倉工松本　滉希② 自由ケ丘 尾中　優太③ 筑陽学園 塚崎　精人③ 高　稜 久保　健二③ 城　南森田　晃生③ 誠　修 江崎　　直③ 筑　前

只隈　雄一③ 岡田準一朗②川本　稜佑③ 松井　大記③ 奥畑　将樹② 伊藤　　恵②髙倉　広明③ 古川　智彬①

吉川　慎弥③ 中村　共博②吉崎　晋介③ 福島　　航③ 向野　　賢② 福田　雄亮②池尻　薪介③ 中山　　彰③
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トラック

フィールド

１日目 ２日目 ３日目

備　考

 1.87  1.78  1.78 =５位  1.78A走高跳  1.93  1.90  1.87  1.78 =７位

竜口　慎平③ 福岡第一 篠原　幹門③ 祐　誠 谷口　真一② 福　翔 寺川　拓弥② 直　方 谷口　　司② 直　方 古家　秀幸② 新　宮進藤　　圭② 玄　洋 大重　由宇③ 春　日

 1.75  1.75 =４位  1.75  1.70B走高跳  1.87  1.81  1.81  1.70

古賀　拓魅① 福岡第一 小屋　勇太① 祐　誠 成富　　創① 自由ケ丘 石松　直樹① 九州産 永田　篤志① 城　南 外﨑　雄太① 誠　修仲野　　遼① 京　都 十亀　滉平① 八　幡

 4.10  4.00  3.90  3.90棒 高 跳  4.60  4.40  4.20  3.80

稲福　兼人③ 若松商 阿南　良虎③ 福岡第一 縄田　将也② 嘉穂東 元松　泰輝② 苅田工 岡井将二郎③ 戸　畑
太田翔一郎②
中川　剛志③

若松商
自由ケ丘

江藤　利弥③ 飯　塚 森本　龍太③ 若松商

 6.45 -0.9  6.42 +0.6  6.35 -1.6  6.34 0.0A走幅跳  7.00 0.0  6.87 0.0  6.79 +0.2  6.31 0.0

尾石　利広③ 小　郡 原　　佑弥② 自由ケ丘 塩田　哲也③ 小倉工 児玉　和輝③ 八　幡 岸　　大輝③ 筑陽学園 行實　孝太② 鞍　手溝口　雅也② 八幡南 多田　潤司③ 福大大濠

 6.25 -0.8  6.10 +0.1  6.04 0.0  6.00 0.0B走幅跳 GR 6.98 +0.8  6.49 +0.6  6.31 -1.1  5.89 +1.2

飯田　　旭① 福岡第一 中村　優斗① 三　池 塩崎　　匠① 三池工 中村　海斗① 小倉工 児島　有伸① 城　南 占部　　諒① 鞍　手山口　量皓① 京　都 濱﨑　貴文① 有明高専

 13.80 +9.0  13.23 +7.9  13.21 +7.4  13.08 +4.0A三段跳  14.31 +4.4  14.30 +5.7  14.01 +3.0  13.05 +2.1

今里　拓登③ 飯　塚 野﨑　　光③ 門司学園 廣田　翔平③ 祐　誠 行實　孝太② 鞍　手 井上　航輔② 宗　像 栗原　大知③ 八女工境内　　啓③ 八女工 武本　拓也② 祐　誠

 13.35 +6.2  13.26 +7.4  13.14 +6.4  13.06 +5.3B三段跳  14.36 +4.0 (12.35 +1.5)  13.77 +6.5  13.47 +7.6  12.88 +3.2

飯田　　旭① 福岡第一 竹下　　健① 福岡第一 児島　有伸① 城　南 原田　将汰① 飯　塚 玉井　健太① 飯　塚 小寺　知輝① 明　善石米　祐至① 城　南 秋葉　裕己① 明　善

 12.82  12.61  12.44  12.04A砲丸投  13.48  13.35  13.11  11.94

古賀　明彦② 祐　誠 工藤　博史③ 苅田工 高口　武大③ 博多工 持田　彰仁③ 純　真 大林　慧思② 自由ケ丘 福島　誠也② 門司学園小路　　悠② 修猷館 柴田　京介② 鞍手竜徳

 11.28  10.41  10.36  10.19B砲丸投 GR 13.69  12.09  11.83  10.18

緒方　　健① 祐　誠 大楠　翔一① 福　翔 野村　晋平① 明　善 柴田　充隆① 筑　前 原田　惠左① 純　真 大村　一将① 苅田工若杉　　創① 八　幡 秋山　裕紀① 香住丘

 33.95  33.75  33.13  32.63A円盤投  37.83  37.36  35.25  32.56

竹永　海衣③ 飯　塚 山川　政弥② 祐　誠 石橋　弘基② 純　真 中村　洸介③ 苅田工 柿森　賢太② 純　真 高口　武大③ 博多工西津　勝善③ 北九州高専 前田　恭輔③ 糸　島

 29.90  27.37  26.45  25.64B円盤投  32.50  31.48  30.10  25.32

柴田　充隆① 筑　前 大村　一将① 苅田工 橋爪　崚平① 八女学院 原田　惠左① 純　真 若杉　　創① 八　幡 渡部　拓人① 田　川堤　　信敬① 八　女 緒方　　健① 祐　誠

 48.73  47.70  47.59  47.37ﾊ ﾝ ﾏ ｰ 投 GR 60.23  54.40  53.02  47.08

倉田　直人③ 戸　畑 山下　真人③ 鞍手竜徳 日野　　有③ 祐　誠 持田　彰仁③ 純　真 柿森　賢太② 純　真 中村　洸介③ 苅田工力丸　太地② 鞍手竜徳 工藤　博史③ 苅田工

 52.04  50.85  49.80  49.42Aやり投  58.76  58.25  54.75  47.76

冨安　隆太③ 祐　誠 山下　元亨③ 祐　誠 目野　泰平③ 福　岡 山本　大祐② 嘉穂東 篠田　准照③ 戸　畑 国広　徳之③ 小倉東田中　　翔② 九州産 原田　　尚③ 田　川

 44.99  41.06  40.71  39.21Bやり投  46.99  45.94  45.45  38.83

末松　　晃① 苅田工 冨安　浩太① 祐　誠 丸山　智大① 八　女 坂本都志記① 門司大翔館 三砂　怜也① 九州産西村　拓也① 玄　洋 松岡　朴季① 小倉東

祐　誠 ５７ 点 八女工

福留　良太① 嘉穂東

点 福岡第一 ３９ 点５７ 点 自由ケ丘 ４３ ２７ 点３１ 点 筑陽学園 ３０

八女工 ５５ 点 自由ケ丘

点 福大大濠小倉工 ３９ 点 大牟田

点 大牟田 ３１ 点３４ 点 小倉工 ３２ １９ 点２６ 点 九州国際大付 ２４

祐　誠 ５３ 点 福岡第一

点 小倉東筑陽学園 ３０ 点 福大大濠

点 飯　塚 １７ 点３４ 点 苅田工 ２３ ９ 点９ 点 筑　前 ９

参加学校 １４６ 校 １時間毎

点 自由ケ丘純　真 １３ 点 福　翔

14 15 16 1710 11 12 13 13 14 15 1618 10 11 12 14 1517 10 11 安 徳 浩 平

参加人員 ６０９ 名 天　　候 晴 晴 晴 晴 曇 曇 雨

山 﨑 義 秋 風 向 風 力総 務12 13

曇 曇 曇 曇雨 曇 曇

南 南 南南西 南 南 南 南

最 優 秀 選 手

風　　向 南西 南南東 北北東 南南東 南 南南西 南 ﾄﾗｯｸ緒 方 善 政

風　　速 2.1 0.3 1.2 3.1 3.3 1.8 1.2 1.5 13.2 11.3 15.45.8 11.8 13.5 黒 田 昭

() の記録は予選、[] は準決勝 気　　温 29.0 29.0 30.0 30.5 30.0 30.5 26.5 26.0

審 判 長 跳躍倉田　直人③（戸　　畑）

31.0 30.028.5 29.5 29.5 30.0 松 藤 利 彦

 GR は大会新、EGR は大会タイ 湿　　度 55.0 78.0 59.0 59.0 68.0 58.0 84.0 92.0

高 原 隆 記 録 主 任飯田　　旭①（福岡第一） 投擲

69.0 72.081.0 78.0 78.0 72.0

気　　圧 技 術 総 務 安 藤 政 紀



女 第５７回福岡県高等学校陸上競技対校選手権大会兼国体選考会
主催 ７月１０日（土）

２０１０ ７月１１日（日）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

月 参加

日 人員

7

10 20

7

10 12

7

11 20

7

11 12

7

10 20

7

10 12

7

11 20

7

11 12

7

10 20

7

10 12

7

11 20

7

11 12

7

10 20

7

10 12

7

11 24

7

11 12

7

11 24

7

11 24

和田美彩子③古村美智奈② 平川　那菜② 高橋日菜子②

濵松　生珠③

福嶋美和子② 藤谷明日香③ 中川　花菜③ ﾊﾛﾙﾄﾞｾﾝ ｴﾘｻ③

城戸　祐子② 梅津　美佳② 吉良　優花②

城　南 大塚　　葵③ 戸　畑

前川　萌那② 吉村　彩夏② 加来　華奈③ 阿部つぐみ②

近大福岡 新原　麻衣② 誠　修 益田　怜奈① 福大若葉 瀬尾夕梨奈②

長谷川　悠③

杉山真奈穂③ 筑紫女学園 谷本麻奈美② 高　稜 甲斐　遥香② 自由ケ丘 藤野　　愛②

上田芙実香② 内田　果那② 牧野絵莉子③

 4,10.69 (4,05.84)  4,11.67 (4,03.25)

4x400mR 大蔵　早紀③ 中原　明依③ 古海　新子② 安部　紘代③

平山　　遥② 小川　紗世③

 3,57.59  4,00.78 (3,58.40)  4,03.82 (3,58.81)  4,04.12 (3,59.43)  4,04.48 (4,01.01)  4,09.91 (4,02.46)

梅田　彩加② 井上明花音① 大蔵　早紀③

谷本麻奈美② 竹中　　梓③

北道理紗子① 中島　美咲③ 太田　敦子③

宮本　愛理② 大坪　奈々② 井上　理菜②

中原　明依③ 高　稜 馬崎　美緒① 小倉東

井上　瑠香③ 瀧口　真未③ 大塚　　葵③

池田　智美② 小倉工 益田　怜奈① 福大若葉 杉山真奈穂③ 筑紫女学園

薄　　美希③ 大塚　琴美①

大上紗弥花③ 中村学園女 甲斐　遥香② 自由ケ丘 野元　ゆめ① 戸　畑

福田　美優① 内田　果那② 平野　敦子②

 49.74 (49.19)  50.33 (49.81)  50.40 (49.57)

4x100mR 森山絵美理① 古海　新子② 加藤　　咲①

柳　川 伊藤　弥生② 浮羽究真館 天津　　瞳③ 武蔵台

 48.22  49.48 (49.38)  49.60 (49.48)  49.66  49.69 (49.44)

柳　川 畑中佳菜子③ 近大福岡 宇佐美沙知③ 戸　畑 高山　翔子①

 15,47.11  15,52.64  16,33.64  16,42.02

田籠　優香② 柳　川 保坂真里奈② 北九州市立 小野　美咲③

香住丘 宮本　愛理② 小倉工 谷本麻奈美② 高　稜

3,000mW  15,01.16  15,01.19  15,01.69  15,01.77

小倉工 和田美彩子③ 戸　畑 前田　千絢② 三　池 永井　夏未③

 1,05.95  1,06.12  1,06.81  1,07.72 (1,07.27)

杉山真奈穂③ 筑紫女学園 牧野絵莉子③ 城　南 池田　智美②

筑紫女学園 末安由香利① 誠　修 木村　奈美① 小倉東

400mH  1,02.40  1,03.55  1,04.09  1,05.51

西南学院 諸富　　遥① 八女工 新木　望美① 八幡南 江崎　　望①

 15.89  16.18  16.86 (16.17 -0.9)  17.10

風：-2.6 窪山　菜月① 小　郡 坂本　美優① 中村学園女 渡邊　奈月①

戸　畑 野上　花恵② 北九州 瀬尾夕梨奈② 城　南

B 100mYH  14.84 (14.83 -2.4)  15.37 (15.18 -0.9)  15.42  15.58 (15.30 -0.9)

自由ケ丘 牧野絵莉子③ 城　南 前川　萌那② 筑紫女学園 寺崎　夏生②

 15.46 (15.28 -0.2)  15.53 (15.38 -1.0)  15.71 (15.67 -0.2)  16.14 (15.63 -0.2)

風：-3.0 川﨑　　茜③ 筑陽学園 津村　有紀③ 春　日 中島　美咲③

福岡魁誠 山本　美和① 直　方 藤野　沙織① 玄　洋

A 100mH  15.11  15.21 (15.16 -0.2)  15.30 (15.13 -0.2)  15.41

北九州市立 庄野　小雪① 九州国際大付 近藤　綾香① 近大福岡 上野　晏璃①

 11,00.11  11,15.64  11,20.46  11,27.81

浪花　茉里① 福大若葉 柿本　未来① 九州国際大付 林　　里砂①

大牟田 太田黒里帆③ 大牟田 松元美咲希③ 柳　川

B 3,000m  10,26.68  10,29.93  10,37.37  10,46.62

筑紫女学園 江頭　愛美② 筑紫女学園 結城　彩花② 自由ケ丘 堤　万悠子②

 10,26.17  10,30.95  10,31.36  10,31.61

戸高　果純③ 北九州市立 大内　美優② 北九州市立 奥村　美紗③

宗　像 樋口　玲奈① 九州産 岡田佳那子① 九州国際大付

A 3,000m  10,05.27  10,06.68  10,12.23  10,20.15

福大若葉 西田　留衣① 大牟田 中野いづみ① 北九州市立 安武　美香①

 4,46.56  4,52.70  4,53.68  4,56.42

園田　聖子① 筑紫女学園 林　　里砂① 北九州市立 浪花　茉里①

自由ケ丘 相良　　幸③ 福大若葉 遊佐　　萌③ 自由ケ丘

B 1,500m  4,34.05  4,42.02  4,42.11  4,44.61

北九州市立 奥村　美紗③ 筑紫女学園 佐々木伽歩② 筑紫女学園 結城　彩花②

 4,44.31  4,45.07  4,45.81 (4,44.28)  4,51.51 (4,43.00)

福内　櫻子② 近大福岡 前田　恵子② 九州国際大付 保坂真里奈②

近大福岡 西ノ明理央① 自由ケ丘 北原　　采① 九州国際大付

A 1,500m  4,34.33  4,36.62  4,36.80  4,42.76

筑紫女学園 北野　奈菜① 筑　前 井上　聡美① 筑　紫 加来美紗樹①

 2,31.96 (2,30.81)  2,32.06 (2,31.69)  2,37.89 (2,31.37)  2,40.17

木村　友香① 筑紫女学園 當山華乃子① 北九州市立 志垣　杏奈①

八　幡 藤吉　沙恵② 糸　島

B 800m  2,19.01  2,27.93 (2,20.40)  2,29.16  2,30.76

近大福岡 藤野　　愛② 近大福岡 永原　百華③ 九州産 濵野　未希②

 2,24.63 (2,20.21)  2,25.31 (2,24.38)  2,25.98 (2,23.37)  

福嶋美和子② 筑紫女学園 加来　華奈③ 自由ケ丘 福内　櫻子②

修猷館 當山華乃子① 北九州市立 松尾　祐里① 朝　倉

A 800m  2,14.27  2,16.82  2,16.84  2,22.78 (2,22.04)

鞍　手 稲富　梨奈① 宗　像 松永　紗弥① 西南学院 久保友理香①

 1,01.79 (1,01.51)  1,02.00 (1,01.53)  1,03.82 (1,02.80)  1,04.33 (1,03.30)

益田　怜奈① 福大若葉 田中　彩子① 祐　誠 田村香奈子①

高　稜 鳥越　紫乃② 八幡南 広島　有倫② 中村学園女

B 400m  59.78  1,00.71  1,00.77  1,01.11

筑紫女学園 大蔵　早紀③ 筑紫女学園 谷本麻奈美② 高　稜 中原　明依③

 59.51 (58.91)  59.92 (59.49)  1,00.50  1,03.18

井上　瑠香③ 中村学園女 平井　美幸② 祐　誠 福嶋美和子②

修猷館 平野　裕子① 小倉東 渡邊　奈月① 西南学院

A 400m  56.97  57.92  58.19  59.44 (58.48)

祐　誠 米澤実乃里① 近大福岡 堤　　彩奈① 九州産 久保友理香①

 28.11  28.17  28.18  28.68

風：-4.6 加藤　　咲① 戸　畑 野元　ゆめ① 戸　畑 田中　彩子①

自由ケ丘 石田　彩佳③ 朝　倉 中川　花菜③ 自由ケ丘

B 200m  26.82  27.28  27.57  27.80

祐　誠 音辻　加菜③ 福大若葉 石井英理子③ 修猷館 古海　新子②

 27.55 (27.46 -5.5)  27.76 (27.52 -3.2)  27.82 (27.21 -3.2)  27.85 (27.40 -5.5)

風：-6.7 大上紗弥花③ 中村学園女 井上　瑠香③ 中村学園女 平井　美幸②

小倉東

A 200m  26.42 (26.26 -3.2)  27.05  27.21  27.39 (26.83 -3.2)

近大福岡 堤　　彩奈① 九州産 福田　美優① 小倉工 大塚　琴美①

 13.27 (12.93 +0.6)  13.38 (13.15 +0.6)   

風：-1.2 野元　ゆめ① 戸　畑 井上明花音① 福大若葉 米澤実乃里①

朝　倉 野田　遥奈③ 三　潴 池田　智美② 小倉工

B 100m  12.79 (12.62 +1.1)  12.85 (12.57 +1.1)  13.01 (12.75 +1.1)  13.08 (12.84 +0.6)

八　幡 甲斐　遥香② 自由ケ丘 音辻　加菜③ 福大若葉 石田　彩佳③

 12.78 (12.64 +1.2)  12.86 (12.59 +0.9)  12.86 (12.57 +1.1)  12.90 (12.60 +0.9)

風：-1.4 大上紗弥花③ 中村学園女 杉山真奈穂③ 筑紫女学園 甲斐　愛美③

所　　属

A 100m  12.40 (12.31 +1.2)  12.54 (12.39 +1.1)  12.70 (12.55 +1.1)  12.75 (12.51 +0.9)

記　　録

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

陸 上 競 技 場

記　　録 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 年 久留米総合スポーツセンター県立

所　　属 氏　名（学年） 所　　属

会 場

氏　名（学年） 所　　属



女 第５７回福岡県高等学校陸上競技対校選手権大会兼国体選考会
主催 ７月１０日（土）

２０１０ ７月１１日（日）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

月 参加

日 人員 所　　属

記　　録

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

陸 上 競 技 場

記　　録 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 年 久留米総合スポーツセンター県立

所　　属 氏　名（学年） 所　　属

会 場

氏　名（学年） 所　　属
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総　　合

トラック

フィールド

１日目 ２日目 ３日目

備　考

技 術 総 務 安 藤 政 紀

大平　笑子①（近大福岡）

気　　圧

72.0 69.0 72.084.0 92.0 81.0 78.0 78.0

記 録 主 任 松 藤 利 彦

 GR は大会新、EGR は大会タイ 湿　　度 55.0 78.0 59.0 59.0 68.0 58.0

投擲高 原 隆31.0 30.026.0 28.5 29.5 29.5 30.0

黒 田 昭

() の記録は予選、[] は準決勝 気　　温 29.0 29.0 30.0 30.5 30.0 30.5 26.5

大森かりん③（福大若葉） 審 判 長 跳躍13.2 11.3 15.41.2 1.5 5.8 11.8 13.5

ﾄﾗｯｸ緒 方 善 政

風　　速 2.1 0.3 1.2 3.1 3.3 1.8

南南 南 南 南 南南西

最 優 秀 選 手

風　　向 南西 南南東 北北東 南南東 南 南 南南西 南

曇 曇 曇 曇 曇 曇晴 曇 曇 雨 雨

山 﨑 義 秋 風 向 風 力 安 徳 浩 平

参加人員 ４５３ 名 天　　候 晴 晴 晴

14 15 16 17 18 総 務17 18 10 11 12 1311 12 13 14 15 1614 15 16 17 18 10参加学校 １３１ 校 １時間毎 10 11 12 13

１１.５ 点
小倉工
高　稜

１１ 点１５ 点 祐　誠 １３ 点 小倉東

戸　畑点 福大若葉

中村学園女 ２１ 点 近大福岡 １７ 点 自由ケ丘

点２７ 点 自由ケ丘 ２５

福大若葉 ２９ 点

点近大福岡

点

筑紫女学園 ６２ 点 北九州市立 ３６ 点 中村学園女 祐　誠 １８

自由ケ丘 ４０ 点５５ 点

２９ 点 ２９ 点

３１戸　畑 ３７ 点 北九州市立

３４

３６ 点 祐　誠点筑紫女学園 ６３ 点

村山　優奈①

近大福岡 ４６福大若葉 ５８ 点 中村学園女

福大若葉 近大福岡 中尾　　恵① 香住丘矢部美由紀① 自由ケ丘 高山奈央子① 直　方

 22.85  22.82

津留夕姫愛① 中村学園女 竹内　由紀① 柏　陵 尾石　　彩① 三　潴 小田　奈々①

中村学園女 深山　侑佳② 明　善

Bやり投  36.00  31.77  31.40  29.88  29.32  27.40

筑　前 鳥部　美希③ 福大若葉 古田みずほ② 福岡魁誠 中村　美和②

 36.23  34.75

高橋真理弥③ 小倉東 元木　綾乃② 福大若葉 永嶋　咲花② 近大福岡 田中　　華③

小倉東 藤生　果那① ありあけ新世

Aやり投  39.57  39.37  38.07  37.92  37.15  36.41

自由ケ丘 大平　裕子① 近大福岡 内野　遥香① 宇美商 鮫島　美里①

 18.54  16.57

大平　笑子① 近大福岡 宮本　優香① 小倉工 田中　沙季① 福岡中央 谷口　　晶①

近大福岡 武末　由香③ 筑　前

B円盤投 GR 34.74  33.45  30.05  27.04  25.69  20.98

小倉東 床嶋真奈美③ 祐　誠 福井　京子③ 自由ケ丘 福田安理紗③

 32.03  29.86

元木　綾乃② 福大若葉 森山みどり② 祐　誠 丹田　実花③ 戸　畑 片山　英子②

戸　畑 津留夕姫愛① 中村学園女

A円盤投  35.77  34.25  33.88  32.50  32.43  32.06

明　善 中尾　　恵① 香住丘 小牧　麻衣① 小倉商 姫野　晴香①

 7.00  6.55

宮本　優香① 小倉工 大平　笑子① 近大福岡 丸尾　彩未① 筑　豊 津留崎未彩①

福大若葉 唐川　千里③ 誠　修

B砲丸投  10.78  10.25  8.97  8.53  8.24  7.41

自由ケ丘 森山みどり② 祐　誠 刀根　美波② 筑　前 比屋根香澄②

 10.23  9.80

大森かりん③ 福大若葉 伊藤　　早③ 自由ケ丘 林田　千華③ 福大若葉 福井　京子③

誠　修 齋藤　　光① 鞍　手

A砲丸投  12.94  12.42  11.32  10.67  10.28  10.23

福大若葉 尾石　　彩① 三　潴 黒木　愛子① 筑紫女学園 木山美智香①

 4.92 +5.4  4.82 +2.7

倉富　春奈① 戸　畑 岸　かなえ① 福岡第一 末安由香利① 誠　修 大門　美緒①

九州産 立川真唯子③ 玄　洋

B走幅跳  5.42 +7.2  5.35 +3.7  5.30 +7.4  5.14 +4.4  5.12 +7.9 (4.73 +0.4)  5.04 +4.8 (4.93 +1.6)

中村学園女 中村　明子③ 小倉西 甲斐　遥香② 自由ケ丘 中川万佑花②

 5.17 +2.0  5.11 +4.9

中川　秋奈② 高　稜 池松　佳恵② 三　井 古賀　千晶② 祐　誠 平山　佳代③

高　稜 畑中　菜摘① 近大福岡

A走幅跳  5.52 +5.0  5.52 +5.1  5.28 +3.6  5.20 +4.0  5.19 +6.3  5.18 +3.9

小倉東 吉田　千春① 誠　修 黒木　愛弓① 南　筑 板垣保菜実①

 1.40  1.40

八塚　　彩① 福岡中央 川口　歩美① 福　翔 小林香南子① 九州国際大付 田中　　綾①

朝　倉 藤谷明日香③ 高　稜

B走高跳  1.60  1.54  1.48  1.45  1.45 =４位  1.45

筑　前 田中　宏美② 中村学園女 大田　千愛③ 直　方 古賀菜穂子③

 1.54  1.54 =７位

高島　柚佳③ 中村学園女 平山　　遥② 高　稜 村上佑琳子② 中村学園女 緒方　萌子③

A走高跳  1.69  1.66  1.63  1.60  1.60  1.54




