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リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
男子 07/10  1組     1 小倉工 北部 田中　源貴② 藤原　　豪③ 座木　隼人③ 中村　海斗① 42.18

    2 西南学院 中部 興梠　正之② 内藤　　駿① 八尋　風太① 松原　卓也② 43.31
    3 三　池 南部 辛川　翔梧① 下司桃太郎① 西山　健太② 中村　優斗① 43.53
    4 鞍　手 筑豊 湊　　翔悟① 松本　武徳③ 行實　孝太② 三浦　雄紀③ 43.92
    5 光　陵 中部 深見　匠太③ 岩下　瑠偉② 峯　　昴宏② 藤崎　勇次② 43.95
    6 中　間 北部 中平　研吾③ 北原久仁彦② 井森　健太① 松本　浩輝② 44.09
    7 小　郡 南部 野瀬　優一③ 末吉　幸太③ 床島　優太③ 尾石　利広③ 44.45
    8 城　南 中部 池田　和正② 福田　雄亮② 矢根　康平① 久保　健二③ 45.13

 2組     1 福大大濠 中部 能塚　雄介② 山之内秀治③ 竹下　裕希③ 藤崎　　晃③ 42.55
    2 祐　誠 南部 伊藤聡一郎② 崎山　航希② 本園　大貴② 別府　寛高② 42.89
    3 筑陽学園 中部 橋本　伊織② 野田伸太郎② 松本　　昴② 田中　基喜② 43.12
    4 若松商 北部 太田翔一郎② 稲福　兼人③ 栗山　勇輝③ 横川　尚都③ 43.52
    5 嘉穂東 筑豊 畠中　　優① 縄田　将也② 板尾　直樹① 梶原　享胤② 43.93
    6 門司大翔館 北部 竹原　　諒② 久鍋　嘉仁③ 峯脇　正光③ 鍛治　祐太③ 43.96
    7 筑　前 中部 松永　悠汰② 手島　貴也③ 江崎　　直③ 中山　　彰③ 44.45
    8 三池工 南部 村吉　　猛③ 塩崎　　匠① 原　　翔太① 秋山　滉平① 44.47

 3組     1 八女工 南部 石川晋太朗① 吉川　慎弥③ 扇　小太郎② 吉川　盛将② 42.01
    2 自由ケ丘 北部 藤崎　昻大② 松本　滉希② 西村　拓人③ 川内　等意② 42.37
    3 九州産 中部 三角　優丞② 平田　英也② 箕野　遼也② 西尾　幸真② 43.74
    4 直　方 筑豊 小南　　航② 山藤　　哲③ 新見　直人② 原　　良郁③ 44.61
    5 田　川 筑豊 谷川　翔太① 川口　航輝① 野田　　勇② 原　　宏大② 45.67

誠　修 南部 中島廣一郎② 山本　雄大② 野田部颯志② 森　　俊哉② 失格      
修猷館 中部 中西　力也① 山崎　崇史② 益永　　匠① 石橋　　優② 失格      
戸畑工 北部 末原　裕之③ 竹川　誠司③ 見上　悠真③ 池田　大樹③ 失格      

男子 07/10  1組     1 筑陽学園 中部 北島　和彦③ 野田伸太郎② 松井　大記③ 岸　　大輝③ 3,20.43
    2 小倉工 北部 乃木　英治① 田中　源貴② 岡田準一朗② 中村　共博② 3,21.88
    3 誠　修 南部 國武　健人③ 森田　晃生③ 髙倉　広明③ 池尻　薪介③ 3,23.63
    4 純　真 中部 井上　椋太① 池田　一成② 千輪　浩平② 園田　　嵐② 3,26.85
    5 朝　倉 南部 草場　裕太② 鶴　　浩太③ 中村　優佑② 鳥巣　恭史③ 3,29.75
    6 八　幡 北部 石井　雅人② 片岡　晃英② 岡部　　稜③ 田川　貴博③ 3,29.91
    7 嘉穂東 筑豊 板尾　直樹① 縄田　将也② 梶原　享胤② 中嶋　祐樹③ 3,30.21
    8 嘉穂総合 筑豊 玉井　隆浩② 田中　康成③ 上野　琢人③ 髙山　広輝③ 3,44.16

 2組     1 自由ケ丘 北部 川本　稜佑③ 上野　大輝③ 小倉　大輝③ 松本　滉希② 3,18.61
    2 八女工 南部 清水　誠也② 扇　小太郎② 只隈　雄一③ 吉川　慎弥③ 3,18.98
    3 城　南 中部 池田　和正② 久保　健二③ 伊藤　　恵② 福田　雄亮② 3,25.40
    4 春　日 中部 野上竜太郎② 松岡　　弘② 林　　憲治② 廣瀬　　楽② 3,26.43
    5 明　善 南部 大野　直人① 長野　大悟② 萩野　大地② 伊波　幸輝② 3,26.52
    6 福岡魁誠 中部 百田　大輔③ 渡辺　崇臣① 清川　勝汰① 花田　拓洋① 3,28.23
    7 田　川 筑豊 野田　　勇② 原　　宏大② 丹村　幸司① 栗林　泰地① 3,29.06
    8 北九州高専 北部 廣藤　諒佑③ 西津　勝善③ 植村　啓海③ 衛藤　滉司② 3,30.43

 3組     1 筑　前 中部 吉原　聖也② 江崎　　直③ 古川　智彬① 中山　　彰③ 3,24.99
    2 高　稜 北部 東谷　祐樹② 塚崎　精人③ 奥畑　将樹② 光末　稜太① 3,27.07
    3 福大大濠 中部 能塚　雄介② 波佐間浩人① 前田　裕作② 室原　祥吾② 3,28.54
    4 西南学院 中部 興梠　正之② 八尋　風太① 山下　哲弘② 松原　卓也② 3,30.08
    5 浮羽究真館 南部 松尾　黛樹② 足立　鷹輔③ 牧原　湧也③ 栗林　光司③ 3,30.15
    6 祐　誠 南部 横野　竜仮② 西村　光稀③ 本園　大貴② 崎山　航希② 3,30.92
    7 小倉東 北部 林　　詠一③ 片山　瞬兵③ 末永　紘也② 穴井　祐希③ 3,34.75
    8 直　方 筑豊 栗田　雄理③ 原　　良郁③ 山藤　　哲③ 河江　考郁③ 4,02.63

リレー種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
男子 07/11     1 小倉工 北部 田中　源貴② 藤原　　豪③ 座木　隼人③ 中村　海斗① 42.11

    2 八女工 南部 石川晋太朗① 吉川　慎弥③ 扇　小太郎② 吉川　盛将② 42.24
    3 自由ケ丘 北部 藤崎　昻大② 松本　滉希② 西村　拓人③ 川内　等意② 42.26
    4 福大大濠 中部 能塚　雄介② 山之内秀治③ 竹下　裕希③ 藤崎　　晃③ 42.40
    5 祐　誠 南部 伊藤聡一郎② 崎山　航希② 本園　大貴② 別府　寛高② 42.61
    6 西南学院 中部 興梠　正之② 内藤　　駿① 八尋　風太① 松原　卓也② 43.05
    7 筑陽学園 中部 右田　　悟① 野田伸太郎② 橋本　伊織② 坂井　翔太③ 43.60
    8 若松商 北部 太田翔一郎② 稲福　兼人③ 栗山　勇輝③ 横川　尚都③ 43.91

男子 07/11     1 自由ケ丘 北部 上野　大輝③ 松本　滉希② 川本　稜佑③ 吉崎　晋介③ 3,20.05
    2 筑陽学園 中部 岸　　大輝③ 尾中　優太③ 松井　大記③ 福島　　航③ 3,21.39
    3 八女工 南部 清水　誠也② 扇　小太郎② 只隈　雄一③ 吉川　慎弥③ 3,22.21
    4 小倉工 北部 乃木　英治① 田中　源貴② 岡田準一朗② 中村　共博② 3,22.98
    5 誠　修 南部 國武　健人③ 森田　晃生③ 髙倉　広明③ 池尻　薪介③ 3,28.05
    6 筑　前 中部 吉原　聖也② 江崎　　直③ 古川　智彬① 中山　　彰③ 3,28.69
    7 高　稜 北部 東谷　祐樹② 塚崎　精人③ 奥畑　将樹② 向野　　賢② 3,29.23
    8 城　南 中部 池田　和正② 久保　健二③ 伊藤　　恵② 福田　雄亮② 3,31.34

リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
女子 07/10  1組     1 中村学園女 中部 森山絵美理① 大上紗弥花③ 井上　瑠香③ 高島　柚佳③ 48.46

    2 戸　畑 北部 加藤　　咲① 野元　ゆめ① 大塚　　葵③ 太田　敦子③ 49.48
    3 小倉東 北部 大塚　琴美① 馬崎　美緒① 竹中　　梓③ 小川　紗世③ 49.57
    4 修猷館 中部 早崎　未央② 久保友理香① 高尾　瑠維② 奈良崎　泉① 50.75
    5 三　潴 南部 尾石　　彩① 佐藤　史織③ 倉富保那美③ 野田　遥奈③ 50.86
    6 西南学院 中部 平山　千紗② 渡邊　奈月① 山崎　菜央② 松永　紗弥① 51.24
    7 小　郡 南部 本田　祥子② 窪山　菜月① 土屋　安紀② 橋本　有加② 51.73
    8 鞍　手 筑豊 小田　沙織② 齋藤　　光① 志方　美緒② 田村香奈子① 52.59

 2組     1 福大若葉 中部 内田　果那② 益田　怜奈① 大坪　奈々② 井上明花音① 49.44
    2 高　稜 北部 薄　　美希③ 中原　明依③ 谷本麻奈美② 平山　　遥② 49.81
    3 小倉工 北部 福田　美優① 池田　智美② 宮本　愛理② 梅田　彩加② 50.14
    4 祐　誠 南部 先本　花夏② 平井　美幸② 千代田真紀③ 古賀　千晶② 50.99
    5 筑　前 中部 宮原　成美③ 山本　彩花② 白部　美和② 田中　　華③ 51.00
    6 朝　倉 南部 福田　愛依① 石田　彩佳③ 古賀菜穂子③ 内山　綾乃② 52.22
    7 田　川 筑豊 星野　未憲② 野田　　遥③ 鈴見　千尋① 奥野　舞香③ 53.04
    8 嘉　穂 筑豊 安倍　詩里② 大田万由花① 伊藤　史乃① 山本きらら① 53.43

 3組     1 筑紫女学園 中部 平野　敦子② 杉山真奈穂③ 井上　理菜② 大蔵　早紀③ 49.19
    2 自由ケ丘 北部 古海　新子② 甲斐　遥香② 瀧口　真未③ 中島　美咲③ 49.38
    3 近大福岡 筑豊 浅野　恭子② 米澤実乃里① 阿部つぐみ② 藤野　　愛② 50.24
    4 大牟田 南部 松尾　百夏② 多田隈美子③ 大石明日翔③ 河野　数予③ 51.08
    5 香住丘 中部 花田可奈子③ 永井　夏未③ 酒井　里奈③ 木下可南子③ 51.75
    6 誠　修 南部 上田芙実香② 新原　麻衣② 木山美智香① 川口　　愛② 51.77
    7 城　南 中部 吉良　優花② 瀬尾夕梨奈② 北條　由夏① 辻　　祐佳① 52.25
    8 九州国際大付 北部 古賀　　唯① 野中美紗希② 古川　美穂② 土田さゆり① 52.78

女子 07/10  1組     1 誠　修 南部 新原　麻衣② 上田芙実香② 城戸　祐子② 古村美智奈② 4,01.01
    2 戸　畑 北部 寺崎　夏生② 和田美彩子③ 長谷川　悠③ 大塚　　葵③ 4,03.25
    3 九州産 中部 飛松　恵美② 永原　百華③ 堤　　彩奈① 儀間きらら① 4,08.36
    4 八幡南 北部 原口　早希② 日高　歩美① 鳥越　紫乃② 山田　千尋① 4,08.92
    5 西南学院 中部 月脚　知美② 渡邊　奈月① 松永　紗弥① 山崎　菜央② 4,11.03
    6 中村学園女 中部 広島　有倫② 田中　宏美② 川原　桃佳① 石川　真美① 4,13.46
    7 鞍　手 筑豊 志方　美緒② 田村香奈子① 神谷　愛美② 牧　奈都美② 4,17.52
    8 浮羽究真館 南部 橋本　舞佳③ 渕上　友菜③ 荻野なつき③ 江藤　朋美② 4,27.24

 2組     1 自由ケ丘 北部 古海　新子② 中川　花菜③ 瀧口　真未③ 加来　華奈③ 3,58.81
    2 近大福岡 筑豊 安部　紘代③ 藤野　　愛② 貝瀬　良子② ﾊﾛﾙﾄﾞｾﾝ ｴﾘｻ③ 3,59.43
    3 福大若葉 中部 内田　果那② 益田　怜奈① 梅津　美佳② 平川　那菜② 4,02.46
    4 城　南 中部 牧野絵莉子③ 瀬尾夕梨奈② 吉良　優花② 高橋日菜子② 4,05.84
    5 小倉東 北部 松尾　陽奈② 竹中　　梓③ 小川　紗世③ 下田朱華弥③ 4,12.09
    6 修猷館 中部 高尾　瑠維② 久保友理香① 奈良崎　泉① 早崎　未央② 4,13.63
    7 三　潴 南部 倉富保那美③ 三橋　　萌① 野田　遥奈③ 佐藤　史織③ 4,25.83

祐　誠 南部 欠場      
 3組     1 高　稜 北部 中原　明依③ 谷本麻奈美② 吉村　彩夏② 藤谷明日香③ 3,58.40

    2 筑紫女学園 中部 黒木　愛子① 前川　萌那② 堀田　璃紗① 福嶋美和子② 4,00.45
    3 福岡魁誠 中部 藤木　仁美② 鶴田　梨恵③ 濵畑奈緒美③ 渡邊　香菜① 4,06.62
    4 三　池 南部 福岡　愛望② 坂梨　綾音② 須崎　菜摘② 前田　千絢② 4,15.45
    5 大牟田 南部 木通　都水① 大﨑　春奈① 渡邊由貴子② 松北　眞衣③ 4,16.08
    6 田　川 筑豊 星野　未憲② 鈴見　千尋① 村上　阿彌② 奥野　舞香③ 4,19.05
    7 八　幡 北部 江藤　真桜① 濵野　未希② 内田結衣子① 漆島　愛里② 4,20.14
    8 直　方 筑豊 毛利　陽子② 梶谷　侑加② 大田　千愛③ 友定　　遥③ 4,26.82



p.2 / 2 

リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
男子 07/10  1組     1 小倉工 北部 田中　源貴② 藤原　　豪③ 座木　隼人③ 中村　海斗① 42.18

    2 西南学院 中部 興梠　正之② 内藤　　駿① 八尋　風太① 松原　卓也② 43.31
    3 三　池 南部 辛川　翔梧① 下司桃太郎① 西山　健太② 中村　優斗① 43.53
    4 鞍　手 筑豊 湊　　翔悟① 松本　武徳③ 行實　孝太② 三浦　雄紀③ 43.92

チーム名 選手名１
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リレー種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
女子 07/11     1 中村学園女 中部 森山絵美理① 大上紗弥花③ 井上　瑠香③ 北道理紗子① 48.22

    2 自由ケ丘 北部 古海　新子② 甲斐　遥香② 瀧口　真未③ 中島　美咲③ 49.48
    3 戸　畑 北部 加藤　　咲① 野元　ゆめ① 大塚　　葵③ 太田　敦子③ 49.60
    4 小倉工 北部 福田　美優① 池田　智美② 宮本　愛理② 梅田　彩加② 49.66
    5 福大若葉 中部 内田　果那② 益田　怜奈① 大坪　奈々② 井上明花音① 49.69
    6 筑紫女学園 中部 平野　敦子② 杉山真奈穂③ 井上　理菜② 大蔵　早紀③ 49.74
    7 高　稜 北部 薄　　美希③ 中原　明依③ 谷本麻奈美② 平山　　遥② 50.33
    8 小倉東 北部 大塚　琴美① 馬崎　美緒① 竹中　　梓③ 小川　紗世③ 50.40

女子 07/11     1 筑紫女学園 中部 大蔵　早紀③ 杉山真奈穂③ 前川　萌那② 福嶋美和子② 3,57.59
    2 高　稜 北部 中原　明依③ 谷本麻奈美② 吉村　彩夏② 藤谷明日香③ 4,00.78
    3 自由ケ丘 北部 古海　新子② 甲斐　遥香② 加来　華奈③ 中川　花菜③ 4,03.82
    4 近大福岡 筑豊 安部　紘代③ 藤野　　愛② 阿部つぐみ② ﾊﾛﾙﾄﾞｾﾝ ｴﾘｻ③ 4,04.12
    5 誠　修 南部 上田芙実香② 新原　麻衣② 城戸　祐子② 古村美智奈② 4,04.48
    6 福大若葉 中部 内田　果那② 益田　怜奈① 梅津　美佳② 平川　那菜② 4,09.91
    7 城　南 中部 牧野絵莉子③ 瀬尾夕梨奈② 吉良　優花② 高橋日菜子② 4,10.69
    8 戸　畑 北部 長谷川　悠③ 大塚　　葵③ 濵松　生珠③ 和田美彩子③ 4,11.67

４x１００ｍＲ

４x４００ｍＲ

チーム名 選手名１


