
男 第６４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１３日（金）
主催 ５月１４日（土）

５月１５日（日） 博多の森
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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

● 印は大会新、▼ 印は大会タイ

福 岡 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

福 岡 陸 上 競 技 協 会 ２０１１ 年 会 場 陸 上 競 技 場

記 録 記 録 記 録 記 録 記 録 記 録 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） 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） 所 属 氏 名（学年） 所 属
100m 10.98 11.07 11.14 11.22 [11.12 -1.9] 11.38 [11.27 -1.9] 11.40 [11.30 -0.9] 11.54 (11.28 -0.6) 11.56 (11.31 -0.5) 11.63 -0.8 (11.38 ±0) 11.27 -0.8

風：-0.6 木下 裕基② 東福岡 八尋 風太② 西南学院 岩下 瑠偉③ 光陵 新原 将太③ 福岡大附大濠 平田 英也③ 九州産業 前田 裕作③ 福岡大附大濠 田中 正人③ 玄洋 松本 義広③ 糸島 牛原 翼② 東福岡 林 憲治③ 春日
200m 22.28 22.39 22.42 22.72 [22.54 -0.4] 22.98 [22.77 -1.2] 23.02 [22.71 -1.2] 23.04 [22.72 -1.6] 23.33 [22.89 -1.2] 22.78 +1.2 22.80 +1.2

風：-0.6 木下 裕基② 東福岡 平田 英也③ 九州産業 八尋 風太② 西南学院 牛島 優樹② 宗像 浅川 宗俊② 福岡 林 憲治③ 春日 岩下 瑠偉③ 光陵 園田 嵐③ 純真 田中 正人③ 玄洋 牛原 翼② 東福岡
400m 49.99 50.19 [50.12] 50.80 50.86 51.24 [50.78] 51.30 [50.84] 52.58 [51.09] 52.68 [50.80] 50.42 51.15

花田 純一② 筑陽学園 桒木 雄弥③ 宗像 松尾 祐輝① 東福岡 山下 哲弘③ 西南学院 大田 圭要② 東福岡 福田 雄亮③ 城南 松本 昴③ 筑陽学園 松岡 弘③ 春日 浅川 宗俊② 福岡 池田 一成③ 純真
800m ● 1,54.12 1,55.59 2,00.01 2,00.42 [1.59.43] 2,01.28 2,11.42 [2.01.68] 2,11.69 [1.58.25] 2,11.89 [2.01.28] 2,00.60 2,00.89

渡辺 崇臣② 福岡魁誠 千輪 浩平③ 純真 池田 一成③ 純真 松本 崇弘② 純真 長野 健人③ 福岡大附大濠 吉田 健人③ 筑紫中央 花田 拓洋② 福岡魁誠 廣瀬 楽③ 春日 松井 一将③ 宗像 八尋 貴史① 宗像
1,500m 4,04.59 4,04.95 4,05.82 4,08.64 4,08.77 4,10.23 4,10.89 4,11.58 4,13.27 4,13.79

千輪 浩平③ 純真 吉岡 紀元③ 福岡第一 小手川 智紀① 純真 松井 一将③ 宗像 川上 一平③ 純真 安部 勇気② 宗像 中井 雄太郎③ 修猷館 中宮 啓介③ 福岡中央 御厨 隆紀② 福岡大附大濠 首藤 健吾② 筑紫
5,000m 15,11.03 15,39.13 15,46.27 15,50.06 15,50.26 15,53.41 15,53.91 15,54.98 15,55.21 15,55.47

吉岡 紀元③ 福岡第一 白石 凌太郎② 福岡大附大濠 古賀 考生③ 純真 薄 武志② 東福岡 松井 一将③ 宗像 山本 真士② 東福岡 横山 翔③ 福岡第一 清末 大賀③ 修猷館 上城 亘剛③ 筑前 吉武 瑞樹② 東海大付第五
110mH 14.91 14.95 15.25 15.37 15.44 15.47 15.71 15.79 16.07 ±0 16.27 ±0

風：-0.1 中西 力也② 修猷館 橋本 伊織③ 筑陽学園 江頭 義仁③ 九州産業 後藤 謙吾② 筑陽学園 田中 秀明① 筑陽学園 上野 佑太① 西南学院 進藤 圭③ 玄洋 久冨 誠③ 西南学院 藤崎 勇次③ 光陵 池田 亮② 修猷館
400mH ● 53.05 ● 53.15 55.77 56.26 57.35 (54.96) 59.43 (57.45) 59.89 (56.21) 59.95 (57.41) 57.40 57.97 (57.63)

江頭 義仁③ 九州産業 橋本 伊織③ 筑陽学園 桃﨑 純平③ 筑陽学園 野上 竜太郎③ 春日 久浦 達彦③ 武蔵台 山崎 純② 筑紫 後藤 渉① 東福岡 伊藤 恵③ 城南 小倉 拓矢③ 東福岡 國重 友里③ 筑前
3,000mSC 9,43.13 9,45.57 9,45.78 9,50.98 9,53.86 9,57.19 9,57.64 9,58.54 10,05.95 10,06.35

荒木 陽一③ 東福岡 武田 琢真③ 東海大付第五 安部 勇気② 宗像 牟田 雅浩③ 修猷館 矢野 正基② 筑紫 高村 享平③ 純真 上野 利久男③ 修猷館 高村 周作② 純真 川崎 舜③ 香椎工 安恒 拓哉③ 筑紫
5,000mW 24,25.42 24,26.20 26,00.59 26,25.07 28,01.29

宝満 正嗣③ 宗像 古閑 紀光③ 福岡大附大濠 髙松 直樹③ 武蔵台 廣瀨 悠大② 東海大付第五 山野 太士③ 武蔵台

42.43 (42.37) 42.75 (42.58) 42.89 43.43 43.57 43.80 44.54 (44.06) 44.79 (44.14) 43.83 43.97
4x100mR 坂井 泰士③ 橋口 雄大② 箕野 遼也③ 田中 基喜③ 興梠 正之③ 児島 有伸② 脇野 晃治② 富安 真矢③ 吉瀬 凌太① 工藤 雅史②

松尾 祐輝① 東福岡 波佐間 浩人② 福岡大附大濠 平田 英也③ 九州産業 野田 伸太郎③ 筑陽学園 八尋 風太② 西南学院 福田 雄亮③ 城南 岩下 瑠偉③ 光陵 角 昂祐③ 香住丘 磯部 大介② 筑前 中西 力也② 修猷館
牛原 翼② 新原 将太③ 西尾 幸真③ 川原 直往③ 松原 卓也③ 井手 浩太郎② 藤崎 勇次③ 保科 公二③ 竹下 清翔② 大塚 匠眞②
木下 裕基② 前田 裕作③ 木下 善二① 井手 大貴① 緒方 裕貴① 石米 祐至② 王子田 浩記② 角 佳樹② 古川 智彬② 窪田 健之③

3,18.98 3,19.49 3,22.39 3,22.97 3,23.65 3,25.50 (3.25.15) 3,26.37 3,26.93 (3.26.90) 3,28.42 (3.26.39) 3,24.99
4x400mR 桃﨑 純平③ 片田 龍之介③ 三角 優丞③ 平石 太一③ 池田 一成③ 下窪 顕慎③ 中西 力也② 松永 涼汰③ 野上 竜太郎③ 清川 勝汰②

花田 純一② 筑陽学園 大田 圭要② 東福岡 平田 英也③ 九州産業 古川 智彬② 筑前 井上 椋太② 純真 牛島 優樹② 宗像 窪田 健之③ 修猷館 福田 雄亮③ 城南 松岡 弘③ 春日 八尋 風太② 福岡魁誠
松本 昴③ 木下 裕基② 西尾 幸真③ 吉原 聖也③ 伊藤 雅治③ 井上 航輔③ 岩崎 亮太① 伊藤 恵③ 林 憲治③ 元木 大介③
右田 悟② 松尾 祐輝① 江頭 義仁③ 松永 悠汰③ 園田 嵐③ 桒木 雄弥③ 益永 匠② 矢根 康平② 久保田 悠介② 山下 哲弘③

走 高 跳 2.01 1.95 1.95 1.92 1.86 1.86 1.86 1.75 1.75=８位 1.75

古賀 拓魅② 福岡第一 石井 陽③ 福岡第一 古家 秀幸③ 新宮 谷口 真一③ 福翔 進藤 圭③ 玄洋 佐原 大亮③ 筑前 石松 直樹② 九州産業 永田 篤志② 城南 一ノ瀬 遼一② 玄洋
藤井一樹②県大会出場

松永 和也①
東福岡
須恵

棒 高 跳 4.10 4.00 3.90 3.60 3.20 3.00 2.40
初村 大寿① 福岡第一 木塚 祐生③ 福岡第一 川口 智之③ 九州産業 長井 雅和① 福岡第一 平田 湧也② 九州産業 三砂 怜也② 九州産業 川上 智大② 城南

走 幅 跳 7.17 +2.8 6.81 +0.8 6.81 +3.0 6.51 -1.7 6.46 +1.7 6.38 +2.9 (6.32 -0.9) 6.38 +3.9 (6.21 -1.2) 6.30 +2.1 (6.20 +0.4) 6.19 -1.8 6.17 +0.5
飯田 旭② 福岡第一 三上 良英① 筑紫 児島 有伸② 城南 田中 基喜③ 筑陽学園 髙橋 周作③ 筑前 中西 亮輔③ 福岡第一 八藤丸 祐己③ 筑紫 山口 悠記① 東海大付第五 吉村 光平② 西南学院 石米 祐至② 城南

三 段 跳 14.75 +1.1 14.44 +0.3 14.28 -0.5 13.65 +2.4 13.02 +0.3 13.46 +3.2 13.41 +0.3 13.41 +1.2 13.36 +0.4 13.29 +1.5 13.14 +1.6 13.11 +1.7
児島 有伸② 城南 飯田 旭② 福岡第一 阿比留 明久③ 福岡第一 石米 祐至② 城南 井上 航輔③ 宗像 森山 晃多③ 福岡大附大濠 福田 康平① 東福岡 髙橋 周作③ 筑前 竹下 健② 福岡第一 中川 武尊③ 福岡大附大濠

砲 丸 投 12.92 11.92 11.71 11.64 11.58 11.54 11.00 10.95 10.78 10.66
小路 悠③ 修猷館 柴田 充隆② 筑前 大楠 翔一② 福翔 茅嶋 哲也③ 博多工 西村 拓也② 玄洋 只隈 佑汰③ 西南学院 竹内 俊平③ 博多工 秋山 裕紀② 香住丘 辻 寛② 春日 波多江 雅人② 玄洋

円 盤 投 ● 43.97 37.88 34.33 32.21 29.06 29.03 27.62 27.26 24.97 24.53
東 大雅③ 博多工 柴田 充隆② 筑前 柿森 賢太③ 純真 西村 拓也② 玄洋 廣田 雅至② 博多工 原田 惠左② 純真 内山 和樹② 筑紫 江上 修平② 糸島 中村 健二① 福翔 楠原 誠② 玄洋

や り 投 62.14 53.57 51.02 49.03 48.12 47.92 47.63 46.87 46.74 46.67
田中 翔③ 九州産業 西村 拓也② 玄洋 砥上 洋介③ 修猷館 川口 慶一郎③ 筑紫 足立 貴洋③ 純真 西本 寛彰② 新宮 濱田 祐丞③ 香椎工 髙木 健也③ 武蔵台 橋本 友樹③ 香椎工 南 勇希② 博多工

ﾊ ﾝ ﾏ ｰ 投 50.87 49.28 45.08 42.57 41.49 26.47 24.64 17.22
柿森 賢太③ 純真 牛島 直輝③ 筑紫 山﨑 雅文② 筑紫 内山 和樹② 筑紫 大屋 敦③ 柏陵 吉永 乙司③ 博多 伊藤 彪雅① 純真 原田 惠左② 純真

八種競技 4530 4267 4251 4163 4105 3567 3380 3334 3248 2906
冨田 亮平② 筑紫丘 中嶋 健人③ 九州産業 武部 一紀③ 福岡大附大濠 高城 佑典③ 東福岡 長井 雅和① 福岡第一 宮本 紘季③ 筑紫丘 奥谷 潤② 東福岡 古川 春輝② 博多 植村 智彦③ 東福岡 佐藤 佑太郎② 武蔵台

総 合 福岡第一 ５２ 点 純真 ４４ 点 九州産業 ４３ 点 東福岡 ３７ 点 筑陽学園 ３７ 点 宗像 ２７ 点 福岡大附大濠 ２６ 点 筑紫 ２３ 点

トラック 東福岡 ３４ 点 筑陽学園 ３４ 点 純真 ３１ 点 九州産業 ２５ 点 宗像 ２５ 点 福岡大附大濠 ２１ 点 西南学院 １５ 点 福岡第一 １１ 点

フィールド 福岡第一 ４１ 点 筑紫 ２０ 点 城南 １３ 点 九州産業 １３ 点 純真 =4位 １３ 点 筑前 １３ 点 玄洋 １２ 点 博多工 １１ 点

参加学校 ４６ 校 １時間毎 10 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 総 務 平川 収 風向 風力 溝田 康彦

参加人員 ８６１ 名 天 候 晴 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 最 優 秀 選 手
風 向 北東 南 南東 南西 南西 南東 北西 南東 南東 西 南西 南東 北東 南東 北東 西 南西 東 南西 ﾄﾗｯｸ 河村 邦彦

風 速 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 1.3 2.0 2.0 2.4 1.8 2.2 1.7 4.8 1.6 0.5 0.8 1.1 1.7 1.9 江頭 義仁③(九州産業) 審 判 長 跳躍 波佐間 宏

気 温 20.5 20.3 21.1 21.6 22.5 22.0 21.5 22.5 23.3 24.0 24.5 23.5 32.0 23.5 21.5 23.5 24.0 25.7 25.5 投擲 瀬口 俊光 記録 主任 眞弓 豊企

湿 度 44.0 44.0 49.0 45.0 43.0 39.0 43.0 37.0 38.0 39.0 39.0 38.0 55.0 43.0 49.0 45.0 43.0 41.0 38.0 田中 翔③(九州産業)

気 圧 1000 1001 1001 1002 1001 1001 1001 1005 1006 1006 1006 技術 総務 吉村 明彦1006 1006 1006 1010 1010 1010 1010 1010



女 第６４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１３日（金）

主催 ５月１４日（土）

５月１５日（日） 博多の森
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１日目 ２日目 ３日目

総 務 風向風力

備 考

（ ）の記録は予選、［］は準決勝 記録主任

● 印は大会新、▼ 印は大会タイ

技術総務1006 1006 吉村 明彦1010 1010 1010 1010 101010061001 1001 1005 1006 1006 1006気 圧 1000 1001 1001

本山 さゆり③(福大若葉)

1002 1001

38.049.0 45.039.0 38.0 43.0 41.038.0 43.043.0 39.0 43.0 37.0 38.0 39.0

投擲 瀬口 俊光

審 判 長

ﾄﾗｯｸ 河村 邦彦

23.3 眞弓 豊企

湿 度 44.0 44.0 49.0 45.0

23.5 24.0 25.7 25.523.5 24.0 23.5 21.5

跳躍 波佐間 宏1.9 木村 友香②(筑紫女学園)

気 温 20.5 20.3 21.1

0.8

21.6 22.5 22.0 21.5 24.0 24.522.5

1.72.4 1.8 2.2 1.7 1.92.3 1.3 2.0 2.0

南西西 南西 西 南西 東

1.1風 速 1.2 1.4 1.7 2.0 1.6 0.5

南東 南西 南東 北東南東 南東

最 優 秀 選 手

風 向 北東 南 南東 南西 南西 南東 北西

晴 晴 晴晴 晴 晴 晴 晴 晴晴 晴晴 晴 晴 晴 晴 晴

17 18 平川 収 溝田 康彦14 15 16 17

参加人員 ４５８ 名 天 候

15 16

晴 曇

11 1210 11 13 1418 1012 1311 12 13 14 15 16 17 18

九州産業 ６ 点

参加学校 ４４ 校 １時間毎 10

５ 点 筑紫女学園 ４５ 点 福岡雙葉 =5位 ５ 点 筑前

８ 点

フィールド 福大若葉 ３８ 点

修猷館 １０

中村学園女子 ２２ 点 福岡中央 点 修猷館１１ 点

点 九州産業２５ 点 西南学院 １１ 点 城南 １０ 点３７ 点 中村学園女子 ２９ 点 宗像

福岡中央 １２ 点１５ 点

トラック 筑紫女学園 ６９ 点 福大若葉

１３ 点九州産業 １４ 点 西南学院６２ 点 宗像 ２５ 点 修猷館

合志 瑠奈③ 福大若葉 山口 ゆり② 筑紫女学園 島本 綾希① 宗像

総 合 福大若葉 ８０ 点 筑紫女学園 ７７ 点 中村学園女子

3613 3238

石川 真美② 中村学園女子 平塚 千晶② 中村学園女子前川 萌那③ 筑紫女学園

2779 1236

八塚 彩② 福岡中央田中 宏美③ 中村学園女子 藤原 朋美③ 福大若葉 中山 若奈① 宗像

福大若葉 佐子 夢佳② 須恵

七種競技 4336 4256 4101 3953 3823 3794

福大若葉 竹内 由紀② 柏陵 古田 みずほ③ 福岡魁誠 岡本 薫子③ 筑前 津留 夕姫愛②

35.02 33.26 29.85 28.26

中村学園女子 鳥部 真希③ 純真 梶山 ひかり③本山 さゆり③ 福大若葉 中村 美和③ 中村学園女子 元木 綾乃③

福岡女学院 野々平 桃子②中村学園女子 内野 遥香② 宇美商 柴田 咲蘭子②福大若葉 比屋根 香澄③ 中村学園女子

や り 投 41.95 40.86 40.24 39.32 39.30 35.17

筑前 嶋田 華乃③福大若葉 松岡 由起③ 中村学園女子 刀根 美波③

27.74 27.06 24.69 23.27

元木 綾乃③ 福大若葉 田中 沙季② 福岡中央 本山 さゆり③

玄洋 嶋田 華乃③筑前 中尾 恵② 香住丘 平川 文菜③福大若葉 刀根 美波③ 中村学園女子

円 盤 投 40.34 35.06 34.76 30.83 30.62 29.06

中村学園女子 岡本 薫子③筑前 鈴木 美紗① 中村学園女子 松岡 由起③

9.65 9.09 9.09 8.84

本山 さゆり③ 福大若葉 新原 望③ 福大若葉 鈴木 里和③

筑紫女学園 原 杏樹③西南学院 大門 美緒② 福大若葉 中村 文音①筑紫女学園 村上 佑琳子③ 筑前

砲 丸 投 12.73 11.84 11.44 11.36 11.20 9.74

福岡第一 高田 夏来①中村学園女子 輿 夏実① 西南学院 岸 かなえ②

5.21 -0.4 5.15 -0.2 5.07 -1.6 5.07 -1.1

中川 万佑花③ 九州産業 久保 友理香② 修猷館 江﨑 望②

筑前 島本 綾希①福翔 高柳 玲香① 福岡西陵 野中 千尋③中村学園女子 村上 佑琳子③ 宗像

走 幅 跳 5.50 +0.8 5.44 +4.0 5.36 +1.2 5.43 +1.1 5.43 +3.9 5.17 +0.4 5.35 +0.9 5.33 -0.9

福翔 谷 和泉③中村学園女子 﨑村 友理① 中村学園女子 川口 歩美②八塚 彩② 福岡中央 武田 伊央③ 福岡雙葉 田中 宏美③

恒川 美幸②

1.55 1.45 1.45 1.45

山崎 菜央③

走 高 跳 1.64 1.64 1.64 1.64 1.61 1.61

手島 瑞季②

吉良 優花③ 大神 響子①

久保 友理香②渡邊 香菜②坂本 美優②

井原 愛理③

仲西 理香② 野口 梨子②

松永 紗弥②

益田 怜奈② 福嶋 美和子③

修猷館

木戸 みなみ③ 黒木 愛子② 田中 宏美③

筑前 稲富 梨奈②

赤司 萌③

宗像 井上 聡美②

田口 希璃子②

城南 奈良崎 泉②中村学園女子 渡邊 奈月② 福岡魁誠 瀬尾 夕梨奈③

山本 彩花③

筑紫 藤木 仁美③西南学院 吉村 優③

原賀 彩琴②西 玲歩①

梅津 美佳③ 福大若葉 堀田 璃紗② 筑紫女学園 北道 理紗子②

吉村 唯② 宮原 菜穂② 吉村 有紀子②飯田 沙織③4x400mR 大坪 奈々③ 光永 侑美③ 森山 絵美里② 月脚 知美③

3,57.34 3,59.17 4,00.86

藤本 あや①

4,00.95 4,06.90 4,07.51 (4.06.57)

西江 眞子①

4,10.70 (4.10.54) 4,18.52 (4.11.34) 4,07.38 4,09.31

中村 文音① 水落 彩乃③ 岩瀬 光紗② 稲吉 彩③中川 万佑花③ 奈良崎 泉②井上 明花音② 吉武 志織①

恒川 美幸②牧野 百恵③内田 果那③ 井手 美月①野田 杏②久保 友理香② 井上 理菜③ 中村 秋季乃②北道 理紗子② 大矢 朋美①

瀬尾 夕梨奈③ 城南堀田 璃紗② 筑紫女学園 中村 なつみ③ 筑紫丘 持田 莉沙② 玄洋 荒牧 美乃里② 香椎 讃井 このみ① 福岡雙葉堤 彩奈② 九州産業 佐野 未来③ 修猷館益田 怜奈② 福大若葉 坂本 美優② 中村学園女子

吉良 優花③ 中村 朱里①三浦 萌花③ 永吉 千夏③早崎 未央③ 江﨑 望②

51.78

4x100mR 大坪 奈々③ 森山 絵美里② 飛松 恵美③ 川口 小枝里③

48.52 49.05 49.89 (49.81) 49.90 (49.63) 50.15 51.15 (50.15) 51.27 51.92 (51.23) 51.16

武蔵台中島 友② 宗像 岡村 愛弓③ 宗像 東野 紗和③

筑紫女学園 吉良 優花③筑紫 田中 柚子香③

5,000mW ● 27,18.54 28,11.04 31,22.76

黒木 愛子② 筑紫女学園 飯田 沙織③香椎 野口 梨子② 城南

1,08.70 (1,08.65)

瀬尾 夕梨奈③ 城南 光永 侑美③ 筑紫女学園 稲吉 彩③ 筑紫 宮川 さつき①宗像

1,07.51

筑紫女学園 吉岡 花子①西南学院 吉武 志織① 中村学園女子 井上 理菜③

1,09.21 (1,08.56) 1,08.54400mH 1,05.69 1,06.55 1,06.75 1,07.16 1,07.25

江﨑 望② 筑紫女学園 田中 宏美③城南 前川 萌那③ 筑前

16.14 -3.7

風：+0.5 坂本 美優② 中村学園女子 渡邊 奈月② 西南学院 瀬尾 夕梨奈③ 中村学園女子 平山 千紗③筑紫女学園

15.73

春日 大前 萌々香①宗像 浪花 茉里② 福大若葉 多田 光里③

16.13 16.23 15.73 -3.7100mH 14.68 15.25 15.26 15.52 15.54

逸木 和香菜② 福大若葉 中平 えみ①筑紫女学園 生島 由稀② 城南

10,33.68

木村 友香② 筑紫女学園 園田 聖子② 筑紫女学園 佐々木 伽歩③ 宗像 安武 美香②福大若葉

10,11.78

福大若葉 別府 志保①福大若葉 上野 晏璃② 福岡魁誠 中村 桃子②

10,14.07 10,15.01 10,32.483,000m ● 9,04.47 9,34.09 9,35.66 10,05.57 10,07.84

藤吉 沙恵③ 糸島 江頭 愛美③宗像 松本 尚子③ 福大若葉

4,57.37 (4,57.07)

木村 友香② 筑紫女学園 園田 聖子② 筑紫女学園 安武 美香② 筑紫女学園 生島 由稀②宗像

4,47.24

福大若葉 下川 七穂②宗像 朝崎 千秋② 西南学院 別府 志保①

4,49.93 4,52.14 4,56.841,500m ● 4,25.52 4,40.70 4,44.38 4,44.58 4,45.20

山下 未来① 筑紫女学園 安武 美香②糸島 井上 聡美② 筑紫中央

2,27.01

福嶋 美和子③ 筑紫女学園 由水 沙季① 筑紫女学園 藤吉 沙恵③ 宗像 松本 尚子③筑紫

2,22.11 (2.22.01)

新宮 田中 柚子香③西南学院 松永 紗弥② 西南学院 藤岡 玖美③

2,24.12 2,32.10 (2.26.59) 2,26.30800m 2,14.77 2,15.27 2,18.79 2,20.95 (2.19.90) 2,21.59

堀田 璃紗② 筑紫女学園 稲富 梨奈②春日 梅津 美佳③ 筑紫女学園

1,02.31

福嶋 美和子③ 筑紫女学園 益田 怜奈② 福大若葉 宮川 茉子③ 宗像 山崎 菜央③福大若葉

1,00.50

福大若葉 宮川 茉子③玄洋 佐野 未来③ 修猷館 井上 明花音②

1,00.69 1,01.10 (1,00.99) 1,01.94 [1,01.71]400m 57.61 58.58 1,00.10 1,00.22 1,00.44

堀田 璃紗② 筑紫女学園 久保 友理香②九州産業 渡邊 奈月② 春日

26.24 +0.6

風：-1.4 益田 怜奈② 福大若葉 坂本 美優② 中村学園女子 中川 万佑花③ 修猷館 持田 莉沙②西南学院

27.08 [26.73 -2.1]

九州産業 三浦 萌花③中村学園女子 荒牧 美乃里② 香椎 堤 彩奈②

27.82 [26.04 -1.5] 31.24 [26.41 -2.9] 26.18 +0.6200m 26.06 26.46 [26.38 -2.9] 26.63 [25.90 -1.5] 26.76 [26.25 -1.5] 26.94 [26.42 -1.5]

大坪 奈々③ 福大若葉 持田 莉沙②福大若葉 森山 絵美里② 筑紫丘

13.02 -1.5 (12.73 +0.2)

風：-0.9 佐野 未来③ 修猷館 坂本 美優② 中村学園女子 井上 明花音② 玄洋 北道 理紗子②中村学園女子

所 属 氏 名（学年） 所 属 氏 名（学年）

13.05 [12.93 -1.7] 13.10 [12.95 -1.7] 12.91 -1.5

所 属 氏 名（学年） 所 属

100m 12.56 12.69 [12.68 -1.1] 12.70 12.84 12.84 [12.81 +1.3] 13.05 [12.73 -1.7]

所 属 氏 名（学年）

記 録 記 録

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）

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 ２０１１ 年 会 場 陸 上 競 技 場

記 録 記 録 記 録 記 録 記 録




