
大会名１ 福岡県陸上競技国体選考会
大会名２ 兼福岡県高校陸上学年別大会　南部ブロック予選大会

期　　日 令和3年6月26日(土) 6月27日(日)

陸 協 名　 福　岡
主催団体 福岡県高等学校体育連盟 福岡陸上競技協会
会　　場 久留米総合スポーツセンター県立

大会ｺｰﾄﾞ 21401012
競技場ｺｰﾄﾞ 402040

総　　務 鵜澤　　洋
審 判 長 ﾄﾗｯｸ 蓮尾　稔郎

跳躍 矢野　純
投擲 安徳　浩平

記録主任 松藤　利彦

技術総務 保坂　健太
風向風力 田中　正二



男
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誠　修

 3,29.90

阿部　勇斗③

 3,29.86

定村　航希②

祐　誠

角　　孝誠①4x400mR

誠　修吉田　結大②

楢﨑　大悟②

三　井

山田　春杜③

江島　瑞葵③

大楠　心水③

吉田　結大②

 11,00.72

清水　　嵩②

 1,11.50

下川　明裕② 大牟田

 1,07.45

久留米塚本　渉夢②

朝　倉

 

 43.96

大里　修也③

 

三　潴

 

 44.85 (44.83)

境　　玲生③ 小　郡

野田　浩矢③

有明高専

大牟田

三　井

 16.17

誠　修

 16.77  17.78 16.50

佐田　悠介① 八女学院 大牟田三池工

下川　明裕② 大牟田

三　潴

 

松尾　匠真②

祐　誠

 1,03.34 58.89

宮崎　敬大① 赤池　　空①

 1,01.90

 

 1,04.71

江頭　潤太①

朝　倉安田　崇悟②

 

  16.91  17.15

三　池徳永　拓未①

祐　誠

 9,42.75

 

安武　　翼①有明高専

 17.13 16.49

八女工

綿貫　詠真②

菓子野　晴②和田隆之介② 三　池小宮　康永②朝　倉

 2,10.87 (2,08.76)

小　郡

八女工

東　　真宏①

西村　拓真① 祐　誠

 

明　善 三池工有田　晴紀①

安森　十輝①

 23.88

木村　颯太①

誠　修

 57.28 (56.23) 56.81 (56.10)

朝　倉 木村　青空①

久留米高専

 52.44

綿貫　詠真②

 23.74

祐　誠

原　　悠大②

白津　佑真①

 23.19 (23.08 -0.1)  23.25 (23.12 +1.4)

 11.75

八女学院

ｼﾞｪﾝｷﾝｽﾞ海①

山口　裕介②

松浦　衣吹①

堤　　　麟② 伝習館

八　女

 

坂本　直哉②

朝　倉

 

 19,03.25

誠　修

 52.48 (52.38)

朝　倉

三　池

 2,22.61

定村　航希②

 4,31.25 (4,24.76)

 2,20.09

大塚　貴弥①

荒巻　晴人①

 1,07.73

和田　倖明①

記　　録

氏　名（学年） 所　　属

 11.84

 

彌永　紘樹②

朝　倉

明　善

八女工

 

 10,29.99

朝　倉

内田　篤郎②

浮羽工

福　島

吉松　裕二②

 4,32.37 (4,27.04)

 2,11.24 (2,09.90)

久留米総合スポーツセンター県立

明　善下川吉平太①

 11.41 (11.34 +0.6)

記　　録

川口　　諒②

氏　名（学年） 所　　属

会 場

 11.23

三　潴

八女工

 

溝田　隼士①

 11,05.77  12,13.37

 18,32.35

陸 上 競 技 場

木室　舜一②

有明高専

明　善山田　大夢①

前田　琉亜①

鹿毛　森吏③

 10,08.26

前田　琉亜①

江頭　俊弥③ 三　井

 3,33.30

 

吉武　由樹①

眞弓　海斗③

松本　青海②

寺田　智哉②

江頭　俊弥③

稗田　琉偉②

梅﨑　倖太③

荒巻　晴人①

ﾊﾞﾗｰｼｭ怜央②

河津宗一郎③

 3,30.40

八女工

 3,32.87

三　潴

竹下　　蕉②

棚町　建太①

野間　　匠①

髙口　晶平② 城島　和祈③

栗原隆乃介①

越智　剛志②

 3,32.03 (3,30.25)

栗原　将人①

興膳　雅大②

楢﨑　大悟②

記　　録

氏　名（学年）

 11.21

所　　属

 11.67

大月　椋太③ 大牟田吉松　裕二② 浮羽工

 11.50 11.50

誠　修

吉武　由樹① 八女工

 23.10

野原　翔吾① 大牟田

 23.64  23.73 (23.63 +0.5)

西木　維吹②

朝　倉

所　　属 所　　属

 11.20

堤　　　麟②

有明高専

 

 9,53.78

祐　誠

 26,40.21

三池工濱本　　旬③ 八尋　蓮斗②

江頭　潤太①

 9,56.42

 18,29.22

朝　倉祐　誠

大牟田

 51.76 (51.68)

大牟田

江頭　俊弥③

赤池　　空①

近藤　千策①

三　井

 23.57

八　女

 2,02.76

祐　誠

 2,12.57

中村　優太①

 9,58.95

浮羽究真館

三池工

福岡県陸上競技国体選考会兼福岡県高校陸上学年別大会　南部ブロック予選大会

年

記　　録記　　録記　　録 記　　録

氏　名（学年）

 11.20 (11.19 +0.6) 11.12

 9,20.75

朝　倉

 4,16.24

伝習館

木村　楓斗②

大牟田

小　郡

倉野　祐典①

堤　　　麟② 伝習館

 11.18

 9,13.00

 4,16.27

 55.40 (54.27)

ｼﾞｪﾝｷﾝｽﾞ海①

金子　純也③

 17,25.30

小宮　康永② 三　池 下川　一翔②

山手　蓮大③

所　　属 氏　名（学年）

山上　勇希① 大牟田

 11.65

伝習館 誠　修

青木　拓真②

 4,13.11

小　郡

GR 52.69  56.46

下川吉平太①

氏　名（学年）

 4,26.08

氏　名（学年） 所　　属

八女工

 23.01 (22.92 -0.1)

松永　悠真①

明　善

 17,14.14

中村　優太①

 4,14.30

小　郡 伝習館

久留米高専

立花　典汰②

柴尾健巳朗①

江島　瑞葵③

 2,06.97

松浦　衣吹①

 53.64

有明高専

福 岡 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

福 岡 陸 上 競 技 協 会

記　　録

 10.99

所　　属氏　名（学年）

長沼　　俊③

 22.36

祐　誠

 49.37

杉野　　翔③ 久留米筑水

棚町　建太① 朝　倉

朝　倉

 11.16

 1,54.10

三　池

 53.27

大牟田

 11.46

杉野　　翔③ 阿部　勇斗③

 50.12

祐　誠

 16,47.02  17,12.46

林　　瑛太① 伝習館

大牟田

 4,16.31

松浦　衣吹①

大牟田

林　　瑛太①

青木　龍翔② 大牟田

 22.71 (22.60 +1.4)

栗原　将人① 八女工

大牟田大月　椋太③

棚町　建太① 吉武　由樹① 八女工

窪田　純平①

秋吉　爽瑠③久留米筑水

5000mW

GR 52.32

三　潴

城﨑　翔和③

秋吉　爽瑠③

綿貫　詠真②

A110mJH

B3000m

 2,02.33

 51.42

山田　春杜③ 三　潴

 54.10 (53.96)

祐　誠

三　井

 15.59

谷本昂士郎①

 8,57.23

楢﨑　大悟②

山口　翔輝①

 16,34.51

渡部　匠海③ 大牟田

 2,00.32

木村　楓斗②

岡村　啓夢③ 祐　誠

B400m

城﨑　翔和③

B1500m

風：+0.7

風：+0.0

A5000m

B110mJH

A800m

A1500m

角　　孝誠①

GR 3,55.12

 4,11.65

青木　龍翔②

大牟田

大牟田

 3,22.53

立花　典汰②

長沼　　俊③

祐　誠

緒方　良介①

綿貫　詠真②

立花　典汰②大牟田

冨田　大梧②

種　目

A100m

風：+0.8

A200m

B100m

風：+1.8

A400m

谷本昂士郎①

3000mSC

 42.43

 9,37.46

加藤　元晴② 大牟田

大牟田

柿原　蓮音③

 1,02.91

4x100mR

猪口　一樹③

松村　達也②

B400mH

佐田　悠介①

GR 20,55.04

古賀　文也③

朝　倉

太田　一翔②

茂木　蒼真③ 三池工

青木　拓真②

 1,05.50

江頭　俊弥③

 43.57

柿原　蓮音③

奥　　宗也②

合戸　陽輝①

大牟田

 9,42.28

岩﨑　翔平①

柴尾健巳朗①

大月　椋太③

興膳　雅大②

安田夢咲士②

岩﨑　翔平① 輝翔館

GR 14.81

大牟田

 1,03.61

輝翔館

 25,38.38

水﨑　　隼③ 大牟田

 43.56 (43.48)

小　郡

三池工

三　潴

 10,44.19

宮崎　敬大①

 43.88 (43.71)

白津　佑真①

B800m  2,02.92

小　郡

 2,06.11

大牟田

GR 1,53.83

倉野　祐典①

八女工

 4,32.92 4,22.72  4,28.98

久留米附設中島　愁麻②岡村　啓夢③

 4,23.53

八　女

安武　　翼① 三池工

 4,27.78 (4,24.08)

窪田　純平①

 3,27.99

梅﨑　倖太③

松本　海星②

A400mH

三　池

 56.80 (56.28) 55.62 (55.07)

冨田　大梧②三　潴

 51.76

岩﨑　良太③

 51.90

大牟田ﾊﾞﾗｰｼｭ怜央②

 2,08.16 2,03.70

中島　愁麻②

 4,23.38

野村耶真人① 朝　倉

江島　瑞葵③

 9,52.46

祐　誠八女学院

誠　修堤　　勇斗①

 2,09.03 (2,07.01)

田村　颯也②

風：-0.5

 22.52

B200m  22.64  23.44

祐　誠

 22.46

立花　典汰②

 23.23

中村　豊心① 三池工八女工栗原　将人① 緒方　良介① 祐　誠風：+1.4

吉田　結大②

中村　豊心①



男
主催 ６月２６日（土）

２０２１ ６月２７日（日）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

月 参加

日 人員

記　　録

氏　名（学年） 所　　属

久留米総合スポーツセンター県立

記　　録

氏　名（学年） 所　　属

会 場 陸 上 競 技 場

記　　録

氏　名（学年） 所　　属所　　属 所　　属

福岡県陸上競技国体選考会兼福岡県高校陸上学年別大会　南部ブロック予選大会

年

記　　録記　　録記　　録 記　　録

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

福 岡 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

福 岡 陸 上 競 技 協 会

記　　録

所　　属氏　名（学年）種　目

6

26 6

6

26 3

6

26 3

6

26 13

6

26 17

6

27 8

6

27 7

6

26 9

6

27 7

6

27 9

6

27 5

6

26 6

6

27 12

6

27 5

総　　合

トラック

フィールド

１日目 ２日目 ３日目

備　考

　○県大会出場権

12 13

0.9

晴れ

1.7

1711 14

曇り

北西

0.5

三　潴

晴れ

東北東

晴れ

0.8 2.4

北東東北東

0.9

北

12

曇り

15

点

1613

保 坂 健 太技 術 総 務

53 45

28.5 31.0

51

30.0 31.0 28.5

50

30.5 31.0

485052

29.0

55

気　　圧

26.024.5

72 59

26.5

１時間毎

0.3 1.5

北東

天　　候

10

北東

0.8

9

湿　　度

24.0

風　　向

風　　速

雨

東北東

気　　温

79

晴れ

三　井

朝　倉

祐　誠

１３９

１１５

４６

大牟田

大牟田

点

三　井

小　郡

 12.04 +0.1

伝習館

 11.30  9.67

 5.89 +0.7

山　門

 6.45 +0.6

４３

三　井

 22.15

 37.01

祐　誠

本梅　颯人① 有明高専

 15.81

八　女

落田　大晴②

八　女

 30.48

祐　誠

阿志賀聖矢②

 

三　池

 10.96 +2.1 (10.84 +0.6)

古賀　勇臣① 大牟田

祐　誠

 12.27 +1.9  12.22 -0.4

 19.30

森田　匡俊②

弥永　　翼①

輝翔館

馬場　　廉③

 23.96

 9.29

伝習館

落田　大晴②

大塚　志月① 三　潴

 34.07Bや り投  42.29

 30.52

 25.04

坂田　伊吹①

井波　蓮信①

 27.64

荒木　奎樹①

朝　倉

 31.28

三　潴 田川　龍汰① 祐　誠 木下　拓道①栗原隆乃介① 三　潴

朝　倉

池田龍ノ介①

山内　雅也②

八女工

 10.84

弥永　　翼①

 37.00

八女学院

八女学院

池田　道哉③ 八女学院

末崎　恵聖①

川島　　伯③

B三 段跳

北島　正裕② 山　門

A三 段跳

川島　　伯③

明　善

大牟田 三池工

田辺　龍平②

B走 幅跳  6.26 +0.5

土本　凱誠①

三　井

大牟田 小島　大輝② 朝　倉興膳　雅大②祐　誠

 11.79 +0.4

林田　誠矢③

 6.47 +0.7

 11.90 +1.3

三　潴

 11.88 -0.3

大牟田

A走 高跳

B走 高跳

棒 高 跳

A走 幅跳  6.60 +1.4

河津宗一郎③ 三　井

田村　颯也②

 3.40

山田　春杜③ 三　潴 猪口　一樹③

 1.75

三　井土田　泉飛③

三　潴

 1.70  

 

三　潴今村　勇喜①

 5.08 +1.7

小　郡

久留米

 

 

 

 

 6.23 +1.5  5.85 +0.8

 5.52 +1.6

伊藤　悠哉① 八女工

祐　誠

 5.76 +2.2 (5.69 +1.8)

伝習館城後　雄亮②

   

朝倉東秋吉　爽瑠③

武内　風馬② 福　島

 1.65

三　井

点

 6.41 +1.0

北島　正裕②

参加人員

32

303 名

参加学校 校

 12.42 +1.8

小　郡

 6.09 +1.0

大牟田

 13.83 +0.1

 1.81

三　潴

点

 31.93

B円 盤投  30.46  29.98

点

 3.20

 12.95 +0.5

丸林　士道① 八女工

月俣　春風①

祐　誠

 11.99

古賀　勇臣①

 31.52

A砲 丸投  13.53  12.03

祐　誠

 13.56 +0.2

B砲 丸投

点

栗原隆乃介①

 1.86 

釜堀　将伍②

東北東

0.9

東北東

2.3

61 61

北

晴れ

0.6

北 北東

1.2

下川　陽成①

 48.58

 11.37

 5.68 +2.0

生田秦之亮①

 10.54

30.5

小　郡

 10.75

晴れ

13

 1.60 

末崎　恵聖①

曇り

1716 12

晴れ

 25.64

朝　倉

小　郡

竹下　　蕉②

４２三　潴

小宮　圭翔①

 31.24

朝　倉

点

３５

11

最 優 秀 選 手

 

長沼　　俊③

 1.70

  

 

吉山　大陽①

10

木下　拓道①

 2.80

川島　　遼①

 

  11.99 +1.4

伝習館

佐々木　奏①祐　誠

 5.28 +1.3 5.29 +1.4

 

伊藤　悠哉①

朝　倉 末次　太暉③

三　潴

松永　侑士②

 7.83

福　島有明高専

 8.68

 

 

 5.65 +0.6

城後　雄亮②

城島　和祈③

片岡　賢吉① 朝　倉

 9.16  8.18

八　女

 10.35

宮地　彪流③ 祐　誠 山下　雅斗③

八　女

祐　誠

小宮　圭翔①

釜堀　将伍②久留米高専

明　善吉山　大陽①

有明高専大津　瑞稀②

 19.11  16.97

八女学院

A円 盤投   

井波　蓮信① 輝翔館

輝翔館

 19.34

宮地　彪流③ 祐　誠 馬場　　廉③

片岡　賢吉①下川　陽成① 八女工 池田龍ノ介① 八　女

 18.61

久留米高専山内　雅也②

 47.02

森田　匡俊②

Aや り投  49.92

山下　雅斗③ 輝翔館 荊尾　龍士①輝翔館

 42.54ﾊ ﾝ ﾏ ｰ 投

 45.61

輝翔館渡邉　春颯③ 小　郡祐　誠三　潴 深町　公貴③

三　潴

 42.90

田村　颯也②

大塚　志月① 輝翔館

大坪　歩夢②

 39.48 41.01

三　井

２２

10

点

２４

祐　誠

５３

点

  12.48

荒木　奎樹①鳥取　柚弥① 八　女荊尾　龍士①

 

 37.25

15

金川　康輝②

３４ ２７

武内　風馬② 福　島

 

点

11

 GR は大会新、EGR は大会タイ

曇り 曇り

() の記録は予選、[] は準決勝

城﨑　翔和③（三　池）

14 15

点

点

点

２１

点

14

５３ 点

９９

大牟田

２３

点６６

三　潴

２７

３５

１８

松 藤 利 彦

ﾄﾗｯｸ

風 向 風 力

１８ 点八女工

矢 野 純

投擲 安 徳 浩 平

跳躍

１９

八　女輝翔館

田 中 正 二

点

点

三　池

点 １６ １５

三池工

八女工

点

福　島

  

八女工 点小　郡

記 録 主 任

審 判 長

蓮 尾 稔 郎

鵜 澤 洋総 務

点

１６ 点

谷本昂士郎①（大牟田）

輝翔館



女 福岡県陸上競技国体選考会兼福岡県高校陸上学年別大会　南部ブロック予選大会
主催 ６月２６日（土）

２０２１ ６月２７日（日）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

月 参加

日 人員

6

26 20

6

26 26

6

27 22

6

27 18

6

26 15

6

26 7

6

27 12

6

27 13

6

26 15

6

26 10

6

27 8

6

27 1

6

26 10

6

26 10

6

27 11

6

27 3

6

27 13

6

27 9

 

立花　　咲②

宮﨑優衣奈②

 5,02.28

 

 5,30.33

 

井手麻保子②

明　善吉川　采花②

久留米附設

 11,12.65

進藤　咲花①

 

朝　倉

山　門

 1,03.66 (1,03.20)

誠　修

 1,07.25 1,05.11

 27.08

明　善森田みさき①

星野　琴音②

 27.56 (27.48 +1.3)

 26.90

西田　捺希② 祐　誠 三　井

深町　優空①

只隈千夏子②

伝習館佐伯　愛実① 八女学院

 18.17

俵山紗和花② 福　島 佐藤　璃歩② 久留米

大坪　綾乃①

 18.54

 1,10.33  1,11.62

祐　誠

祐　誠

 27.15 (27.30 +1.3)

 59.87 (59.69)

中村美唯菜① 三　潴

長尾ひなた② 祐　誠

八　女

 48.49

 5,19.50

 26.04

中村美唯菜① 三　潴 野田　唯藍①

中富　結花② 八　女

松崎　那菜①

角　　胡花②長尾ひなた②

 27.48 (27.85 +0.6)

 1,01.29

 1,03.39

八女学院

誠　修角　　胡花②

野田　唯藍① 大牟田

誠　修

白川　晴愛②

B400m

B800m

A800m

八　女

 2,27.21

A100mH  16.15

A1500m  4,56.28

A3000m

B1500m  5,14.23

牟田　　櫻① 小　郡

酒井　梨帆②

吉村　茜音① 明　善

 2,29.94

B3000m  13,27.75

八　女酒井　梨帆②

A200m  25.63

風：+1.3

B100m

祐　誠風：+0.8 龍　　実由②

柳　川

B200m  26.81 (27.25 +0.7)

風：+0.0 中村　杏香② 誠　修

 58.79A400m

祐　誠竹元　美陽①

八女工

風：+2.4

福 岡 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

福 岡 陸 上 競 技 協 会

 12.44

長尾ひなた②中村　杏香② 誠　修 田島　綾華③

 12.56 (12.55 +1.4)

記　　録

所　　属 氏　名（学年） 所　　属

田島　優月①

記　　録

八女工

 13.22 (13.08 +1.6) 12.93

 12.28

会 場 久留米総合スポーツセンター県立

記　　録

氏　名（学年）

記　　録

年

氏　名（学年） 所　　属 所　　属

陸 上 競 技 場

祐　誠

 12.69 (12.65 +1.4)

記　　録

種　目 氏　名（学年） 所　　属

記　　録 記　　録 記　　録

所　　属

A100m

氏　名（学年）

野口　美空③ 八女工

 12.73

氏　名（学年）

半仁田杏菜③

 13.01 13.01

所　　属氏　名（学年）

宮﨑優衣奈②

 13.20 (13.17 +1.1)

氏　名（学年） 所　　属

髙井良彩喜③ 八女工 小　郡

田中　亜衣②

 13.68 (13.46 +1.8) 13.36 13.29

 26.36  27.18

和田　心遥① 朝倉東 八女学院深町　優空① 八　女

 13.63 (13.59 +1.3)  13.64

大牟田 池田　美優① 八　女

 13.40 (13.39 +1.8)

坂井　愛梨① 三　池

 28.05 (27.97 +1.3)

 1,01.98 (1,01.47)

宮﨑優衣奈②八　女

 28.30 (29.46 +0.7)

八　女古賀　彩夏①

江良　朋恵①

 1,07.68  1,11.13

大橋　佳奈② 誠　修

高木　杏梢① 誠　修 八女工

辻　理理子② 明　善

 2,34.54

白山　　陽①

 1,05.54 (1,03.35) 1,04.64 (1,03.97)

三　井

松崎　那菜①

 2,31.31

誠　修

 2,29.24

八　女 久留米高専

 2,32.78

伝習館

進藤　咲花①

後藤　朱音②

 2,37.64

  28.13 (27.74 +0.2)

市岡　夢渚①

 5,29.29

 1,04.52

大橋　佳奈②

 1,02.75

市岡　夢渚①

星野　琴音② 三　池

明　善

八　女

明　善

江﨑菜々子②

吉川　采花②

木村　結香① 祐　誠 山田　佳奈①

 2,30.22 2,27.67

山　門 三　池只隈千夏子②

堤　　花恋①

 2,33.01  2,37.62 (2,37.22) 2,37.31 (2,36.16)

藤井美咲姫①坂本　綺星①

上原　千穂②

八　女 明　善中富　結花②

小　郡

 5,01.51

牟田　　櫻①

 5,01.69  5,01.79

輝翔館三　池

今村　小雪② 八　女

 18.72B100mYH

久保田琳香① 輝翔館風：+1.7

 17.60

濵﨑ななみ①原田　萌叶① 久留米筑水 祐　誠

風：+0.7 立花　　咲② 祐　誠

明　善

400mH  1,05.50  1,07.66  1,09.53

 17.17  17.56

江頭　千紘②明　善

三　潴

八女工

久留米 有馬　華月①長田　紗枝①

 1,12.37 1,11.94

誠　修

 

明　善俵山紗和花②

森　　彩乃②

 18.31 (18.18 -0.1) 18.18

5000mW  27,07.16

池末　桜子③ 明　善 太田　愛乃② 明　善

江﨑菜々子② 三　池 柴尾　朋花③

 18.49

濵﨑ななみ① 福　島 山田　佳奈①

 

中村　雪乃②

 

祐　誠

 27,49.14

八女工

4x100mR 西田　　藍② 江頭　千紘②

長尾ひなた② 祐　誠

古賀　彩夏① 安達　乃愛③

 52.32 (52.26)

中村　杏香② 山田　佳奈① 明　善

 4,00.00  4,09.71  4,12.13  4,16.69

半仁田杏菜③三　井 柴尾　朋花③

 52.76

今津　佑香③

三　潴 小　郡

 52.69

甲斐田京花③

西田　捺希②

轟　美知留②龍　　実由② 白川　晴愛② 森田みさき① 辻　理理子②

 48.98  49.92 (49.88)  52.04 (51.30)

富松　愛菜②

高木　杏梢①

誠　修

辻　理理子②

 4,20.83

星野　琴音②

向井　友世②

松永　美麗② 永留　立袈③中村美唯菜①

片山　実紅②

田島　綾華③ 中村　雪乃②

4x400mR 西田　　藍② 大橋　佳奈②

森田みさき①

龍　　実由② 角　　胡花②

中村　杏香② 誠　修

古賀　彩夏①

明　善 八　女

 4,21.63  4,21.96

柴尾　朋花③ 今津　佑香③ 玉利　咲季②

伝習館

角　　胡花②

山田　佳奈① 中富　結花② 古賀　泉樹②

甲斐田京花③

西田　捺希②

轟　絵美留③ 三　潴

中村美唯菜①今村　小雪②

松崎　那菜① 中村はる菜②

上原　千穂②永留　立袈③

半仁田杏菜③

牟田　　櫻①

小　郡

中村　雪乃②

鹿毛由紀菜③ 浮羽究真館

 28.32 (28.00 +0.6)  28.41 (28.12 +0.6)

三　池福　島 坂井　愛梨①井樋　紀香①

八女工

 

 5,10.97

 2,41.67 (2,37.69) 2,40.18 (2,39.06)

明　善

久留米附設

八　女大坪　奈央②

 2,39.40 (2,37.98)

福　島

 5,11.59

永淵　和奏①

 2,54.15 (2,39.23)

野津原萌心②

 

小　郡 森山　歩美② 朝　倉 柿本　美鈴② 福　島

祐　誠

繁原　咲良①

三　池

古賀　蒼彩①

後藤　朱音②

 

伝習館伝習館

 5,31.44  5,45.94  5,56.33

古賀　蒼彩①

井手麻保子② 久留米附設

祐　誠 明　善吉村　茜音①

 5,54.04

 11,59.66  12,26.39

 5,09.36

伝習館

河津　沙藍②

 10,58.08

三　池

 11,00.55

 

小　郡坂本　綺星① 緒方　優希①

明　善八　女今村　小雪② 河津　沙藍②

 12,49.80

田中　風花②

 10,44.98

宇治川真央①

 

久留米 東　　美咲② 八女学院中村　雪乃②

  

 18.54 17.72

  

 16.20  16.65  20.20

 52.80

山口　明莉② ありあけ新世

 

野田　伶音②

伝習館

 1,20.41

久留米筑水

内藤　亜紀①

坂寺　　渚②

 

原田　萌叶①

宮原　友里②



女 福岡県陸上競技国体選考会兼福岡県高校陸上学年別大会　南部ブロック予選大会
主催 ６月２６日（土）

２０２１ ６月２７日（日）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

月 参加

日 人員

福 岡 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

福 岡 陸 上 競 技 協 会

記　　録

所　　属 氏　名（学年） 所　　属

記　　録

会 場 久留米総合スポーツセンター県立

記　　録

氏　名（学年）

記　　録

年

氏　名（学年） 所　　属 所　　属

陸 上 競 技 場

記　　録

種　目 氏　名（学年） 所　　属

記　　録 記　　録 記　　録

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

6

26 7

6

26 4

6

26 2

6

27 14

6

27 12

6

26 10

6

27 6

6

27 5

6

26 9

6

26 5

6

26 6

6

26 12

6

26 5

総　　合

トラック

フィールド

１日目 ２日目 ３日目

備　考

１８

７２ 点点 ５２

八女工 ２３４０

明　善

三　池

１２点 三　潴 ２３ 点 明　善

点

１７ 点

小　郡 三　潴点

点１５ 点 朝　倉

点

２９

点

点三　潴 三　池

龍　　実由②（祐　誠）

八　女

点点 ２１

最 優 秀 選 手

三　井

17151417 1218 1310 11 1816

点

誠　修

２２

６５ 八女工

 10.14 +0.8

４１点

伝習館

A走高跳  1.40  1.40  1.35  1.35   

 棒 高 跳

田中　天寧③ 祐　誠

 2.80   

三池工雫石　梨央③

向井　友世② 三　井

 2.90

青木　愛美③ 祐　誠 東　　美咲②

 

小西　侑里②八女学院 祐　誠

 1.30 

今泉　れん②

A走幅跳

安達　乃愛③

 5.31 +1.8

三　井

 

 5.29 +2.3 (5.22 +0.8)  5.11 +1.0

 

 5.26 +1.5

 

 4.57 +0.3

轟　絵美留③ 三　潴

A砲丸投  9.75

宮園　文菜①

富松　愛菜② 八女工

B走幅跳  4.89 +2.0

三　池

西田　美穂② 祐　誠

 8.19

福森　優菜② 久留米筑水吉田　悠羽② 祐　誠 冨田　月葉③ 誠　修

坂元ゆうり①

 8.78  8.56

 4.33 +1.4 4.70 +0.7

三　井 有馬　華月① 誠　修

平木くれあ②祐　誠 朝　倉田島　綾華③ 八女工

山本　紅亜① 誠　修

Aやり投  35.64

三　井

朝　倉 樋口　星奈① 誠　修田中　和帆①

 18.92  16.94

八　女

   

倉重　美里③

B砲丸投  8.88

誠　修

A円盤投  26.93

冨田　月葉③

 8.71

重光　陽愛① 朝　倉山本　紅亜①

永尾　遥奈①

誠　修

点 ５０

田中　和帆① 八　女 内堀　瑚春①

Bやり投  24.32  21.35

久留米

 20.83

小　郡

 32.36

中嶋美怜衣① 小　郡 岩根　愛奈①

 31.69  30.57

輝翔館 作田ユリカ③ 祐　誠三　潴松田　李亜③

  18.49  17.14

轟　美知留②松永　桜子②

曇り

14 15 161310 11

７２ 点

参加学校 29 校 １時間毎

５６

9 10

５５

1417 12

八女工

明　善

祐　誠 ５１ 点 誠　修 ３２ 点

点祐　誠

曇り晴れ晴れ 晴れ雨 曇り

東北東

晴れ晴れ参加人員 190 名 天　　候

風　　向

祐　誠

12

点 八　女１０７

東北東東北東

晴れ晴れ

11 13 1615

曇り 曇り

八　女

0.80.6 2.4 0.9 1.22.3

北 北東 北東

30.0 31.0

0.3 0.8 1.5 0.9 0.5 1.7

北東北東 北東 北東 北 北西東北東

気　　圧

24.5 28.5 30.529.0 28.5 30.5 31.0

湿　　度 79 72 55

気　　温

5359

24.0 26.0 26.5

 4.05 -0.6

51

 4.68 +0.1 5.10 +1.0

古館　　悠①宮﨑　鈴奈① 祐　誠

 7.16

誠　修

 

樋口　星奈①

 3.96 +1.1  3.81 +0.9

小　郡有明高専

 7.78

 6.69

  7.51

 4.09 +2.5 (4.07 +1.6)

福　島

一森　楓菜③

 4.41 +1.7

片山　実紅②

久留米筑水 松永　桜子②

津留　佑奈①

 

八　女誠　修 片小田麗樺① 八　女

伝習館古賀　泉樹②

 4.08 +0.4

原賀　瑠菜①

大石　真心② 八女工

 27.14

祐　誠

 18.84

誠　修

八　女

吉田　悠羽②

 26.62

B円盤投  21.78

 

 20.77

松永　美麗② 三　井河島　蝶菜③三　潴

永松　鈴乃①

 30.89

 16.60

 

福　島 西尾　麻陽②

永松　鈴乃① 八　女 重光　陽愛①

 32.83

 23.12  19.91

久留米筑水

 

笠　　琴美②

 

 23.75

八女学院

 

祐　誠臼井　未佑②三　潴祐　誠 轟　美知留② 久留米筑水

 26.30  24.51

風　　速

 GR は大会新、EGR は大会タイ

総 務

投擲

鵜 澤 洋

倉重　美里③福森　優菜②

田 中 正 二風 向 風 力

() の記録は予選、[] は準決勝

１８

記 録 主 任安 徳 浩 平

堤　　芽依②

 26.09

松 藤 利 彦

61 485045 61 50

２７

技 術 総 務 保 坂 健 太

蓮 尾 稔 郎

矢 野 純審 判 長 跳躍

ﾄﾗｯｸ

52

２５ 点三　井点

明　善

0.9

31.0

原田　萌叶①（久留米筑水）

B走高跳

三 段 跳

 1.48  1.35  1.20      

鍋田　歩果① 八女工 武田　弘美① 三　潴 尾山　瑛帆① 明　善

 11.19 -0.5  11.05 +0.8  10.57 +1.2  10.22 +0.3  8.56 +0.2  8.42 -0.5  

伊藤　　凜③ 明　善 今泉　れん② 祐　誠 古賀　泉樹② 伝習館 辻　理理子② 明　善 轟　絵美留③ 三　潴 甲斐田京花③ 三　潴 原賀　瑠菜① 誠　修

ﾊ ﾝ ﾏ ｰ 投 GR 37.31  20.38  19.17  16.92  12.02    

大石　真心② 八女工 西田　美穂② 祐　誠 河島　蝶菜③ 三　潴 青木　未怜② 三　潴 笠　　琴美② 祐　誠



Fukuoka High School Rookie Athletics Championships South Block

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
06/26 男子 1 1 長沼　　俊③  11.04 2 山本　昂輝②  11.51 3 大楠　心水③  11.66 4 茂木　蒼真③  11.69

A100m 予選 +0.3 　祐　誠 　朝倉東 　三　井 　三池工
5 藤吉孝太朗②  11.72 6 富安　孔祐②  12.32 小野　慧大② 欠場

　明　善 　久留米高専 　久留米附設
2 1 杉野　　翔③  11.12 2 阿部　勇斗③  11.19 3 大月　椋太③  11.26 4 川口　　諒②  11.34

+0.6 　久留米筑水 　朝　倉 　大牟田 　福　島
5 林田　誠矢③  11.69 6 原田　凱叶②  11.90 野田　浩矢③ 欠場

　三池工 　浮羽究真館 　有明高専
3 1 秋吉　爽瑠③  11.28 2 境　　玲生③  11.51 3 梅﨑　倖太③  11.51 4 松本　青海②  11.69

+0.7 　祐　誠 　有明高専 　誠　修 　小　郡
5 西木　彬真②  11.93 6 山邉　仁志②  12.16 7 本多　洋翔②  12.36 8 堀江　啓太②  13.19

　八　女 　朝倉東 　久留米筑水 　浮羽究真館
4 1 吉田　結大②  11.46 2 齋藤　幹斗②  11.55 3 國武　幸生②  11.66 4 山口　有基③  11.75

+0.4 　誠　修 　八女学院 　福　島 　祐　誠
5 阿志賀聖矢②  11.94 6 髙口　晶平②  12.20 國分　魁人② 欠場 谷川　雅哉② 欠場

　三　池 　有明高専 　南　筑 　浮羽工
5 1 吉松　裕二②  11.25 2 江頭　俊弥③  11.34 3 興膳　雅大②  11.36 4 佐々木　翔③  11.91

+0.7 　浮羽工 　三　井 　朝　倉 　誠　修
5 武内　悠人③  12.00 6 山田　琉誠②  12.03 7 貞苅　恵起②  12.27 8 宮本真之介②  12.97

　浮羽究真館 　南　筑 　福　島 　久留米附設
06/26 男子 1 1 長沼　　俊③  10.99 2 杉野　　翔③  11.12 3 秋吉　爽瑠③  11.18 4 阿部　勇斗③  11.20

A100m 決勝 +0.8 　祐　誠 　久留米筑水 　祐　誠 　朝　倉
5 吉松　裕二②  11.20 6 大月　椋太③  11.21 7 江頭　俊弥③  11.23 8 川口　　諒②  11.41

　浮羽工 　大牟田 　三　井 　福　島
06/27 男子 1 1 大月　椋太③  22.96 2 岩﨑　良太③  23.35 3 川口　　諒②  23.81 4 原田　凱叶②  24.23

A200m 予選 +0.2 　大牟田 　久留米高専 　福　島 　浮羽究真館
5 脇田　大輝③  24.56 6 永石　大翔②  25.67 ﾊﾞﾗｰｼｭ怜央② 欠場

　久留米筑水 　朝倉東 　有明高専
2 1 立花　典汰②  22.64 2 川口　　類②  23.22 3 齋藤　幹斗②  23.34 4 寺田　智哉②  23.62

+0.2 　祐　誠 　八　女 　八女学院 　八女工
5 田中　翔大②  23.95 6 山田　琉誠②  24.25 7 山邉　仁志②  25.09

　浮羽工 　南　筑 　朝倉東
3 1 杉野　　翔③  22.42 2 江頭　俊弥③  22.60 3 吉松　裕二②  23.12 4 林田　光貴②  23.40

+1.4 　久留米筑水 　三　井 　浮羽工 　輝翔館
5 松本　青海②  23.86 6 西木　彬真②  24.18 7 貞苅　恵起②  24.71

　小　郡 　八　女 　福　島
4 1 吉田　結大②  23.11 2 冨田　大梧②  23.34 3 國武　幸生②  23.75 4 定村　航希②  23.96

+0.6 　誠　修 　大牟田 　福　島 　朝　倉
5 藤原　昌槻②  24.13 境　　玲生③ 欠場

　輝翔館 　有明高専
5 1 山手　蓮大③  22.92 2 綿貫　詠真②  23.08 3 山口　裕介②  23.78 4 藤吉孝太朗②  23.86

-0.1 　浮羽究真館 　祐　誠 　伝習館 　明　善
髙口　晶平② 欠場 大楠　心水③ 欠場
　有明高専 　三　井

06/27 男子 1 1 杉野　　翔③  22.36 2 立花　典汰②  22.46 3 大月　椋太③  22.52 4 江頭　俊弥③  22.71
A200m 決勝 -0.5 　久留米筑水 　祐　誠 　大牟田 　三　井

5 山手　蓮大③  23.01 6 吉田　結大②  23.10 7 綿貫　詠真②  23.19 8 吉松　裕二②  23.25
　浮羽究真館 　誠　修 　祐　誠 　浮羽工
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Fukuoka High School Rookie Athletics Championships South Block

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
06/26 男子 1 1 立花　典汰②  51.15 2 山田　春杜③  51.46 3 ﾊﾞﾗｰｼｭ怜央②  51.68 4 青木　拓真②  52.98

A400m 予選 　祐　誠 　三　潴 　有明高専 　朝　倉
5 寺田　智哉②  53.00 6 川口　　類②  53.26 7 林田　光貴②  53.82 8 金川　康輝②  58.12

　八女工 　八　女 　輝翔館 　福　島
2 1 城﨑　翔和③  52.20 2 定村　航希②  52.38 3 脇田　大輝③  53.19 4 古賀　晴樹②  54.03

　三　池 　朝　倉 　久留米筑水 　大牟田
5 藤原　昌槻②  54.78 6 竹下　　蕉②  55.17 7 内田　篤郎②  59.50 山口　有基③ 欠場

　輝翔館 　三　潴 　八　女 　祐　誠
3 1 江島　瑞葵③  52.18 2 冨田　大梧②  52.56 3 岩﨑　良太③  52.56 4 山口　裕介②  53.80

　三　潴 　大牟田 　久留米高専 　伝習館
5 田中　翔大②  55.42 6 稗田　琉偉②  57.15 7 安田　崇悟②  57.46 8 小金丸慶矢②  1,01.61

　浮羽工 　三　井 　朝　倉 　久留米
06/26 男子 1 1 城﨑　翔和③  49.37 2 立花　典汰②  50.12 3 山田　春杜③  51.42 4 ﾊﾞﾗｰｼｭ怜央②  51.76

A400m 決勝 　三　池 　祐　誠 　三　潴 　有明高専
5 江島　瑞葵③  51.76 6 冨田　大梧②  51.90 7 岩﨑　良太③  52.44 8 定村　航希②  52.48

　三　潴 　大牟田 　久留米高専 　朝　倉
06/27 男子 1 1 青木　龍翔②  2,05.30 2 西木　維吹②  2,07.01 3 彌永　紘樹②  2,09.90 4 寺島　竜晴②  2,12.65

A800m 予選 　大牟田 　祐　誠 　明　善 　三　潴
5 井上　怜音②  2,22.52 6 溝田　嵩弥③  2,26.45 宮﨑　亮汰② 欠場

　浮羽工 　有明高専 　久留米
2 1 青木　拓真②  2,10.60 2 垣添　純盛②  2,11.78 3 下川　一翔②  2,12.44 4 永松　優輝②  2,12.83

　朝　倉 　三　井 　八女学院 　八女工
5 磯邉　僚太②  2,21.72 6 永田　祐樹②  2,27.43 7 長澤　志鳳②  

　小　郡 　三　潴 　有明高専
3 1 金子　純也③  2,08.23 2 原　　悠大②  2,08.76 3 平島　遼河②  2,11.45 4 宮嵜裕一朗②  2,13.69

　久留米高専 　小　郡 　祐　誠 　久留米
5 田中　陸翔②  2,17.72 池下　勇吾② 欠場 原田　崇太② 欠場

　福　島 　有明高専 　山　門
4 1 堤　　　麟②  2,05.32 2 中島　愁麻②  2,08.37 3 小山　凌弥③  2,16.40 4 越智　剛志②  2,16.68

　伝習館 　八女工 　輝翔館 　誠　修
5 境　　海斗③  2,18.77 6 永松　　翔③  2,20.50

　祐　誠 　三池工
06/27 男子 1 1 青木　龍翔②  1,54.10 2 青木　拓真②  2,02.33 3 堤　　　麟②  2,02.76 4 中島　愁麻②  2,03.70

A800m 決勝 　大牟田 　朝　倉 　伝習館 　八女工
5 金子　純也③  2,08.16 6 西木　維吹②  2,09.03 7 原　　悠大②  2,10.87 8 彌永　紘樹②  2,11.24

　久留米高専 　祐　誠 　小　郡 　明　善
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Fukuoka High School Rookie Athletics Championships South Block

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
06/26 男子 1 1 堤　　　麟②  4,23.38 2 岡村　啓夢③  4,24.08 3 中島　愁麻②  4,24.76 4 太田　一翔②  4,25.05

A1500m 予選 　伝習館 　祐　誠 　八女工 　朝　倉
5 大里　修也③  4,25.20 6 彌永　紘樹②  4,25.73 7 木室　舜一②  4,27.04 8 宮﨑　悠人②  4,40.52

　三　潴 　明　善 　久留米附設 　有明高専
9 和田　修誠②  4,45.08 10 田中　陸翔②  4,53.11 11 磯邉　僚太②  4,57.87 12 永田　祐樹②  5,12.46

　朝　倉 　福　島 　小　郡 　三　潴
原島　太陽③ 欠場 宮﨑　亮汰② 欠場
　八　女 　久留米

2 1 青木　龍翔②  4,08.07 2 木村　楓斗②  4,23.48 3 下川　一翔②  4,31.41 4 永松　優輝②  4,31.97
　大牟田 　小　郡 　八女学院 　八女工

5 小野　琉唯②  4,32.48 6 寺島　竜晴②  4,32.70 7 小宮　康永②  4,34.16 8 古賀　大智②  4,51.90
　久留米 　三　潴 　三　池 　祐　誠

9 井上　怜音②  4,54.05 10 平田　悠真②  4,54.34 11 床嶋　大和②  5,08.25 越智　剛志② 欠場
　浮羽工 　朝　倉 　朝倉東 　誠　修
原田　崇太② 欠場
　山　門

06/26 男子 1 1 青木　龍翔②  3,55.12 2 木村　楓斗②  4,13.11 3 堤　　　麟②  4,16.31 4 小宮　康永②  4,23.38
A1500m 決勝 　大牟田 　小　郡 　伝習館 　三　池

5 下川　一翔②  4,26.08 6 岡村　啓夢③  4,27.78 7 中島　愁麻②  4,31.25 8 木室　舜一②  4,32.37
　八女学院 　祐　誠 　八女工 　久留米附設

9 彌永　紘樹②  4,34.07 10 太田　一翔②  4,35.97 11 永松　優輝②  4,38.53 12 寺島　竜晴②  4,43.56
　明　善 　朝　倉 　八女工 　三　潴

13 宮﨑　悠人②  4,43.96 14 大里　修也③  4,48.60 小野　琉唯② 欠場
　有明高専 　三　潴 　久留米

06/27 男子 1 1 渡部　匠海③  16,34.51 2 岡村　啓夢③  16,47.02 3 木村　楓斗②  17,12.46 4 和田隆之介②  17,14.14
A5000m 決勝 　大牟田 　祐　誠 　小　郡 　朝　倉

5 小宮　康永②  17,25.30 6 菓子野　晴②  18,29.22 7 鹿毛　森吏③  18,32.35 8 坂本　直哉②  19,03.25
　三　池 　八女工 　三　潴 　朝　倉

9 堤　　智史③  19,32.37 10 上野　稜矢②  19,53.21 11 吉村　綺星②  20,21.59 高本　桜太③ 欠場
　祐　誠 　小　郡 　有明高専 　有明高専
小野　琉唯② 欠場 木室　舜一② 欠場 江田　凌輔② 欠場 古賀将太朗② 欠場
　久留米 　久留米附設 　久留米 　明　善

06/26 男子 1 1 楢﨑　大悟②  15.59 2 下川　明裕②  16.17 3 松尾　匠真②  16.49 4 綿貫　詠真②  17.13
A110mJH(0.991m) 決勝 +0.0 　三　井 　大牟田 　誠　修 　祐　誠

蒲原寛大郎③ 欠場
　明　善

06/27 男子 1 1 城﨑　翔和③  52.32 2 柿原　蓮音③  52.69 3 茂木　蒼真③  56.46 4 下川　明裕②  58.89
A400mH(0.914m) 決勝 　三　池 　大牟田 　三池工 　大牟田

5 清水　　嵩②  1,01.90 6 塚本　渉夢②  1,03.34 7 安田　崇悟②  1,04.71 8 内田　篤郎②  1,07.73
　小　郡 　久留米 　朝　倉 　八　女

06/27 男子 1 1 加藤　元晴②  9,37.46 2 水﨑　　隼③  9,42.28 3 濱本　　旬③  9,53.78 4 八尋　蓮斗②  9,56.42
共通3000mSC(0.914m) 決勝 　大牟田 　大牟田 　三池工 　有明高専

5 江島　瑞葵③  10,44.19 6 大里　修也③  11,00.72 7 前田　琉亜①  11,05.77 8 溝田　隼士①  12,13.37
　三　潴 　三　潴 　八女工 　有明高専
吉村　淑秀② 欠場
　大牟田

06/26 男子 1 1 古賀　文也③  20,55.04 2 奥　　宗也②  25,38.38 3 安田夢咲士②  26,40.21
共通5000mW 決勝 　大牟田 　大牟田 　大牟田
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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
06/26 男子 1 1 祐　誠  42.43 2 小　郡  44.83 3 輝翔館  45.09 4 浮羽究真館  45.18

4x100mR 予選  立花　典汰②  野間　　匠①  林田　光貴②  原田　凱叶②
 長沼　　俊③  松本　青海②  岩﨑　翔平①  谷口　椋星③
 秋吉　爽瑠③  城島　和祈③  藤原　昌槻②  武内　悠人③
 綿貫　詠真②  田村　颯也②  野田　航平①  山手　蓮大③

5 伝習館  45.53 浮羽工 欠場
 城後　雄亮②  宮﨑　　歩①
 ｼﾞｪﾝｷﾝｽﾞ海①  吉松　裕二②
 松延　柊哉①  田中　翔大②
 山口　裕介②  山川　　等①

2 1 誠　修  43.48 2 三　井  43.73 3 福　島  44.31 4 有明高専  44.42
 松本　海星②  大楠　心水③  武内　風馬②  野田　浩矢③
 吉田　結大②  楢﨑　大悟②  川口　　諒②  境　　玲生③
 松村　達也②  江頭　俊弥③  金川　康輝②  髙口　晶平②
 梅﨑　倖太③  猪口　一樹③  國武　幸生②  ﾊﾞﾗｰｼｭ怜央②

5 八　女  44.76 6 三　潴  45.37
 淺川　晴斗①  栗原隆乃介①
 中島　脩吾①  山田　春杜③
 西木　彬真②  竹下　　蕉②
 川口　　類②  吉山　大陽①

3 1 朝　倉  43.71 2 大牟田  44.26 3 八女工  44.66 4 三池工  45.26
 白津　佑真①  野原　翔吾①  栗原　将人①  林田　誠矢③
 棚町　建太①  近藤　千策①  寺田　智哉②  中村　豊心①
 興膳　雅大②  下川　明裕②  吉武　由樹①  茂木　蒼真③
 阿部　勇斗③  冨田　大梧②  田島　暖斗①  宮崎　敬大①

5 朝倉東  45.48 6 八女学院  46.65 明　善 欠場
 永石　大翔②  下川　一翔②  蒲原寛大郎③
 山本　昂輝②  齋藤　幹斗②  藤吉孝太朗②
 田辺　龍平②  下川吉平太①  木下　拓道①
 山邉　仁志②  城戸　竣太①  安森　十輝①

06/27 男子 1 1 祐　誠  42.43 2 誠　修  43.56 3 三　井  43.57 4 朝　倉  43.88
4x100mR 決勝  立花　典汰②  松本　海星②  大楠　心水③  白津　佑真①

 長沼　　俊③  吉田　結大②  楢﨑　大悟②  棚町　建太①
 秋吉　爽瑠③  松村　達也②  江頭　俊弥③  興膳　雅大②
 綿貫　詠真②  梅﨑　倖太③  猪口　一樹③  阿部　勇斗③

5 有明高専  43.96 6 小　郡  44.85 福　島 失格 大牟田 失格
 野田　浩矢③  野間　　匠①  武内　風馬②  野原　翔吾①
 境　　玲生③  松本　青海②  川口　　諒②  近藤　千策①
 髙口　晶平②  城島　和祈③  金川　康輝②  大月　椋太③
 ﾊﾞﾗｰｼｭ怜央②  田村　颯也②  國武　幸生②  冨田　大梧②
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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
06/26 男子 1 1 誠　修  3,30.25 2 大牟田  3,30.46 3 三　潴  3,32.58 4 八　女  3,37.08

4x400mR 予選  越智　剛志②  古賀　晴樹②  山田　春杜③  川口　　類②
 吉田　結大②  冨田　大梧②  江島　瑞葵③  窪田　純平①
 眞弓　海斗③  角　　孝誠①  栗原隆乃介①  西木　彬真②
 梅﨑　倖太③  下川　明裕②  竹下　　蕉②  久保　一葉②

5 明　善  3,42.01 6 福　島  3,47.46
 藤吉孝太朗②  國武　幸生②
 木下　拓道①  武内　風馬②
 彌永　紘樹②  川口　　諒②
 安森　十輝①  金川　康輝②

2 1 祐　誠  3,28.92 2 朝　倉  3,32.10 3 三　井  3,32.57 4 八女工  3,35.11
 柴尾健巳朗①  野村耶真人①  稗田　琉偉②  栗原　将人①
 立花　典汰②  青木　拓真②  江頭　俊弥③  吉武　由樹①
 緒方　良介①  興膳　雅大②  大楠　心水③  荒巻　晴人①
 綿貫　詠真②  定村　航希②  土田　泉飛③  寺田　智哉②

5 伝習館  3,35.56 6 小　郡  3,39.81 7 八女学院  3,50.30
 ｼﾞｪﾝｷﾝｽﾞ海①  清水　　嵩②  下川　一翔②
 堤　　　麟②  松本　青海②  下川吉平太①
 松浦　衣吹①  田村　颯也②  齋藤　幹斗②
 山口　裕介②  野間　　匠①  城戸　竣太①

06/27 男子 1 1 大牟田  3,22.53 2 祐　誠  3,27.99 3 朝　倉  3,29.86 4 三　潴  3,29.90
4x400mR 決勝  角　　孝誠①  柴尾健巳朗①  太田　一翔②  山田　春杜③

 大月　椋太③  立花　典汰②  青木　拓真②  江島　瑞葵③
 冨田　大梧②  緒方　良介①  興膳　雅大②  栗原隆乃介①
 柿原　蓮音③  綿貫　詠真②  定村　航希②  竹下　　蕉②

5 三　井  3,30.40 6 誠　修  3,32.03 7 八女工  3,32.87 8 伝習館  3,33.30
 稗田　琉偉②  越智　剛志②  栗原　将人①  ｼﾞｪﾝｷﾝｽﾞ海①
 江頭　俊弥③  吉田　結大②  吉武　由樹①  堤　　　麟②
 河津宗一郎③  眞弓　海斗③  荒巻　晴人①  松浦　衣吹①
 楢﨑　大悟②  梅﨑　倖太③  寺田　智哉②  山口　裕介②
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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
06/26 男子 1 1 山田　春杜③  1.81 2 田村　颯也②  1.75 3 猪口　一樹③  1.70 4 武内　風馬②  1.65

A走高跳 決勝 　三　潴 　小　郡 　三　井 　福　島
白水　太寿② 欠場 村田　燎哉② 欠場
　浮羽工 　小　郡

06/26 男子 1 1 河津宗一郎③  3.40 2 土田　泉飛③  3.20 3 月俣　春風①  2.80
共通棒高跳 決勝 　三　井 　三　井 　三　井

06/26 男子 1 1 川島　　伯③  6.60 2 小島　大輝②  6.47 3 興膳　雅大②  6.45 4 北島　正裕②  6.41
A走幅跳 決勝 　大牟田 +1.4 　祐　誠 +0.7 　朝　倉 +0.6 　山　門 +1.0

5 秋吉　爽瑠③  6.23 6 田辺　龍平②  5.85 7 城後　雄亮②  5.76 8 城島　和祈③  5.65
　祐　誠 +1.5 　朝倉東 +0.8 　伝習館 +2.2 　小　郡 +0.6

9 久保　一葉②  5.52 10 永石　大翔②  5.35 11 馬場　智章③  5.28 白水　太寿② 欠場
　八　女 -0.1 　朝倉東 +1.7 　西短大附 +1.4 　浮羽工
勝間田龍之介② 欠場
　浮羽工

06/27 男子 1 1 北島　正裕②  13.83 2 川島　　伯③  13.56 3 林田　誠矢③  12.95 4 城後　雄亮②  11.99
A三段跳 決勝 　山　門 +0.1 　大牟田 +0.2 　三池工 +0.5 　伝習館 +1.4

5 長沼　　俊③  11.88 6 阿志賀聖矢②  11.79 小島　大輝② 欠場 水野　瑛太② 欠場
　祐　誠 -0.3 　三　池 +0.4 　祐　誠 　三池工

06/26 男子 1 1 宮地　彪流③  13.53 2 山下　雅斗③  12.03 3 山内　雅也②  10.84 4 馬場　　廉③  10.75
A砲丸投(6.000kg) 決勝 　祐　誠 　祐　誠 　久留米高専 　小　郡

5 落田　大晴②  10.54 6 釜堀　将伍②  10.35 7 末次　太暉③  8.68 8 松永　侑士②  7.83
　祐　誠 　朝　倉 　有明高専 　福　島

9 大津　瑞稀②  7.76
　有明高専

06/27 男子 1 1 宮地　彪流③  31.93 2 山内　雅也②  31.52 3 馬場　　廉③  25.64 4 釜堀　将伍②  23.96
A円盤投(1.750kg) 決勝 　祐　誠 　久留米高専 　小　郡 　朝　倉

5 森田　匡俊②  19.30 6 大津　瑞稀②  18.61
　輝翔館 　有明高専

06/26 男子 1 1 森田　匡俊②  42.54 2 山下　雅斗③  37.01 3 井波　蓮信①  30.52 4 落田　大晴②  30.48
共通ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 決勝 　輝翔館 　祐　誠 　輝翔館 　祐　誠

5 大塚　志月①  15.81 6 荊尾　龍士①  12.48
　三　潴 　輝翔館

06/27 男子 1 1 池田　道哉③  49.92 2 大坪　歩夢②  48.58 3 竹下　　蕉②  47.02 4 深町　公貴③  45.61
Aやり投(800g) 決勝 　八女学院 　八女学院 　三　潴 　祐　誠

5 渡邉　春颯③  42.90 6 田村　颯也②  41.01 7 金川　康輝②  39.48 8 武内　風馬②  37.25
　輝翔館 　小　郡 　福　島 　福　島

9 松永　侑士②  35.67 10 末次　太暉③  35.28 11 松藤　悠生②  32.54 蒲原寛大郎③ 欠場
　福　島 　有明高専 　輝翔館 　明　善
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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
06/26 男子 1 1 棚町　建太①  11.18 2 中島　脩吾①  11.98 3 野田　航平①  12.12 4 松延　柊哉①  12.43

B100m 予選 +0.9 　朝　倉 　八　女 　輝翔館 　伝習館
5 今村　勇喜①  12.60 6 濱脇　稜太①  12.69

　三　潴 　久留米
2 1 近藤　千策①  11.54 2 下川吉平太①  11.89 3 淺川　晴斗①  11.96 4 田島　暖斗①  12.14

+0.6 　大牟田 　八女学院 　八　女 　八女工
5 宮﨑　　歩①  12.74 6 德永　伸一①  12.85

　浮羽工 　三　潴
3 1 吉武　由樹①  11.46 2 野原　翔吾①  11.69 3 安森　十輝①  11.95 4 組坂　晃生①  12.45

+1.5 　八女工 　大牟田 　明　善 　三　井
5 原槇　蒼真①  12.96 6 小林　洸太①  13.59 吉屋　瑠斗① 欠場

　三　潴 　久留米 　小　郡
4 1 栗原　将人①  11.52 2 中村　豊心①  11.76 3 野間　　匠①  12.07 4 城戸　竣太①  12.42

+0.9 　八女工 　三池工 　小　郡 　八女学院
5 足立　　渚①  12.81 6 竹川　拓実①  13.03 7 岩﨑　柊太①  13.07

　輝翔館 　ありあけ新世 　朝倉東
06/26 男子 1 1 棚町　建太①  11.16 2 吉武　由樹①  11.46 3 栗原　将人①  11.50 4 近藤　千策①  11.50

B100m 決勝 +1.8 　朝　倉 　八女工 　八女工 　大牟田
5 野原　翔吾①  11.65 6 中村　豊心①  11.67 7 下川吉平太①  11.75 8 安森　十輝①  11.84

　大牟田 　三池工 　八女学院 　明　善
06/27 男子 1 1 棚町　建太①  22.88 2 中村　豊心①  23.71 3 淺川　晴斗①  24.21 4 渡邉　快斗①  24.23

B200m 予選 +0.6 　朝　倉 　三池工 　八　女 　誠　修
5 石田　愛粋①  25.45 6 宮﨑　　歩①  25.72 7 德永　伸一①  26.29

　三　井 　浮羽工 　三　潴
2 1 栗原　将人①  23.61 2 緒方　良介①  23.76 3 木村　青空①  24.03 4 白津　佑真①  24.21

+0.7 　八女工 　祐　誠 　誠　修 　朝　倉
5 安森　十輝①  24.43 6 松延　柊哉①  25.14

　明　善 　伝習館
3 1 吉武　由樹①  23.63 2 赤池　　空①  23.66 3 ｼﾞｪﾝｷﾝｽﾞ海①  24.39 4 野間　　匠①  24.72

+0.5 　八女工 　大牟田 　伝習館 　小　郡
5 野田　航平①  24.88 6 半田　凌雅①  28.58

　輝翔館 　朝倉東
06/27 男子 1 1 棚町　建太①  22.64 2 栗原　将人①  23.23 3 中村　豊心①  23.44 4 赤池　　空①  23.57

B200m 決勝 +1.4 　朝　倉 　八女工 　三池工 　大牟田
5 緒方　良介①  23.64 6 吉武　由樹①  23.73 7 白津　佑真①  23.74 8 木村　青空①  23.88

　祐　誠 　八女工 　朝　倉 　誠　修
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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
06/26 男子 1 1 窪田　純平①  53.96 2 柴尾健巳朗①  54.12 3 ｼﾞｪﾝｷﾝｽﾞ海①  54.27 4 松永　悠真①  55.07

B400m 予選 　八　女 　祐　誠 　伝習館 　誠　修
5 荒巻　晴人①  56.23 6 田邊　涼都①  56.63 7 城戸　竣太①  56.81

　八女工 　久留米 　八女学院
2 1 角　　孝誠①  54.40 2 木村　颯太①  56.10 3 堤　　勇斗①  56.28 4 石田　愛粋①  57.05

　大牟田 　誠　修 　誠　修 　三　井
5 平島　琉慎①  58.31 6 吉谷　祐一①  1,00.79

　輝翔館 　有明高専
06/26 男子 1 1 角　　孝誠①  53.27 2 柴尾健巳朗①  53.64 3 窪田　純平①  54.10 4 ｼﾞｪﾝｷﾝｽﾞ海①  55.40

B400m 決勝 　大牟田 　祐　誠 　八　女 　伝習館
5 松永　悠真①  55.62 6 堤　　勇斗①  56.80 7 木村　颯太①  56.81 8 荒巻　晴人①  57.28

　誠　修 　誠　修 　誠　修 　八女工
06/27 男子 1 1 谷本昂士郎①  2,16.37 2 野村耶真人①  2,16.93 3 松浦　衣吹①  2,17.24 4 山田　大夢①  2,17.62

B800m 予選 　大牟田 　朝　倉 　伝習館 　明　善
5 西原　理央①  2,20.58 6 堀田　祐真①  2,30.87 7 橋本　拓海①  2,35.37

　三　池 　久留米 　朝倉東
2 1 倉野　祐典①  2,13.31 2 林　　瑛太①  2,14.49 3 窪田　純平①  2,15.05 4 大塚　貴弥①  2,16.14

　大牟田 　小　郡 　八　女 　三　池
5 東　　真宏①  2,17.31 6 平島　琉慎①  2,18.68 7 杉本　青唯①  2,34.21

　朝　倉 　輝翔館 　久留米附設
06/27 男子 1 1 谷本昂士郎①  1,53.83 2 林　　瑛太①  2,00.32 3 松浦　衣吹①  2,02.92 4 倉野　祐典①  2,06.11

B800m 決勝 　大牟田 　小　郡 　伝習館 　大牟田
5 野村耶真人①  2,06.97 6 窪田　純平①  2,12.57 7 大塚　貴弥①  2,20.09 8 東　　真宏①  2,22.61

　朝　倉 　八　女 　三　池 　朝　倉
06/26 男子 1 1 谷本昂士郎①  4,11.65 2 林　　瑛太①  4,14.30 3 倉野　祐典①  4,16.24 4 中村　優太①  4,16.27

B1500m 決勝 　大牟田 　小　郡 　大牟田 　明　善
5 松浦　衣吹①  4,22.72 6 安武　　翼①  4,23.53 7 山田　大夢①  4,28.98 8 前田　琉亜①  4,32.92

　伝習館 　三池工 　明　善 　八女工
9 徳永　拓未①  4,32.93 10 西村　拓真①  4,36.74 11 大塚　貴弥①  4,39.69 12 馬場　桜太①  4,39.89

　三　池 　祐　誠 　三　池 　三池工
13 浦崎　華瑠①  4,44.86 14 佐々木右盛①  4,55.84 15 寺西　泰生①  5,00.05 16 野田　陽輝①  5,05.53

　有明高専 　久留米附設 　有明高専 　久留米
06/27 男子 1 1 山口　翔輝①  8,57.23 2 山上　勇希①  9,13.00 3 中村　優太①  9,20.75 4 有田　晴紀①  9,42.75

B3000m 決勝 　大牟田 　大牟田 　明　善 　有明高専
5 安武　　翼①  9,52.46 6 徳永　拓未①  9,58.95 7 西村　拓真①  10,08.26 8 和田　倖明①  10,29.99

　三池工 　三　池 　祐　誠 　朝　倉
9 馬場　桜太①  10,37.38 10 市川直太朗①  11,50.60 11 橋本　朋弥①  12,34.80

　三池工 　久留米附設 　久留米
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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
06/26 男子 1 1 岩﨑　翔平①  14.81 2 佐田　悠介①  16.50 3 下川吉平太①  16.77 4 宮崎　敬大①  16.91

B110mJH(0.991m) 決勝 +0.7 　輝翔館 　三　潴 　八女学院 　三池工
5 赤池　　空①  17.15 6 江頭　潤太①  17.78 野原　翔吾① 欠場

　大牟田 　祐　誠 　大牟田
06/27 男子 1 1 佐田　悠介①  1,02.91 2 岩﨑　翔平①  1,03.61 3 江頭　潤太①  1,05.50 4 合戸　陽輝①  1,07.45

B400mH(0.914m) 決勝 　三　潴 　輝翔館 　祐　誠 　朝　倉
5 宮崎　敬大①  1,11.50 松本　　豊① 失格

　三池工 　朝　倉
06/26 男子 1 1 栗原隆乃介①  1.86 2 吉山　大陽①  1.70 3 丸林　士道①  1.60

B走高跳 決勝 　三　潴 　三　潴 　八女工
06/26 男子 1 1 土本　凱誠①  6.26 2 古賀　勇臣①  6.09 3 木下　拓道①  5.89 4 生田秦之亮①  5.68

B走幅跳 決勝 　大牟田 +0.5 　大牟田 +1.0 　明　善 +0.7 　祐　誠 +2.0
5 伊藤　悠哉①  5.52 6 佐々木　奏①  5.29 7 川島　　遼①  5.28 8 今村　勇喜①  5.08

　三　潴 +1.6 　久留米 +1.4 　八女工 +1.3 　三　潴 +1.7
9 山川　　等①  5.06 10 田島　暖斗①  5.04 11 丸林　士道①  5.01 12 権藤　健志①  4.69

　浮羽工 +1.5 　八女工 +2.1 　八女工 +1.9 　三　井 +2.4
13 深町　理央①  4.48 14 藤吉　風雅①  4.46 15 原槇　蒼真①  4.44 16 髙倉　幹太①  4.25

　朝倉東 +1.8 　三　井 +1.0 　三　潴 +1.6 　三　井 +1.1
17 高野　凌矢①  4.02

　久留米 -0.3
06/27 男子 1 1 栗原隆乃介①  12.42 2 吉山　大陽①  12.27 3 田川　龍汰①  12.22 4 木下　拓道①  12.04

B三段跳 決勝 　三　潴 +1.8 　三　潴 +1.9 　祐　誠 -0.4 　明　善 +0.1
5 古賀　勇臣①  11.90 6 伊藤　悠哉①  10.96 土本　凱誠① 欠場

　大牟田 +1.3 　三　潴 +2.1 　大牟田
06/26 男子 1 1 片岡　賢吉①  11.99 2 下川　陽成①  11.37 3 池田龍ノ介①  11.30 4 弥永　　翼①  9.67

B砲丸投(5.000kg) 決勝 　朝　倉 　八女工 　八　女 　三　井
5 小宮　圭翔①  9.29 6 末崎　恵聖①  9.16 7 井波　蓮信①  8.18

　伝習館 　八　女 　輝翔館
06/27 男子 1 1 下川　陽成①  30.46 2 池田龍ノ介①  29.98 3 片岡　賢吉①  27.64 4 末崎　恵聖①  25.04

B円盤投(1.750kg) 決勝 　八女工 　八　女 　朝　倉 　八　女
5 小宮　圭翔①  22.15 6 荊尾　龍士①  19.34 7 鳥取　柚弥①  19.11 8 荒木　奎樹①  16.97

　伝習館 　輝翔館 　八女学院 　八　女
9 本梅　颯人①  13.90

　有明高専
06/27 男子 1 1 大塚　志月①  42.29 2 弥永　　翼①  37.00 3 坂田　伊吹①  34.07 4 荒木　奎樹①  31.28

Bやり投(800g) 決勝 　三　潴 　三　井 　八女学院 　八　女
5 本梅　颯人①  31.24

　有明高専
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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
06/26 女子 1 1 田島　綾華③  12.55 2 長尾ひなた②  12.65 3 坂寺　　渚②  13.50 4 橋本　　和②  14.12

A100m 予選 +1.4 　八女工 　祐　誠 　ありあけ新世 　八　女
5 玉利　咲季②  14.14 6 臼井　萌華③  14.21 森田　愛来② 欠場

　伝習館 　朝倉東 　誠　修
2 1 龍　　実由②  12.44 2 半仁田杏菜③  13.03 3 髙井良彩喜③  13.17 4  13.39

+0.0 　祐　誠 　小　郡 　八女工 　
4 田村　澪梨②  13.39 6 宮原　友里②  13.58 平木くれあ② 欠場 髙嶋　萌未② 欠場

　杉　森 　ありあけ新世 　朝　倉 　誠　修
3 1 中村　杏香②  12.69 2 野口　美空③  12.74 3 宮﨑優衣奈②  13.17 4 鹿毛由紀菜③  13.45

+1.1 　誠　修 　八女工 　三　井 　浮羽究真館
5 山口　明莉②  13.89 古川　愛莉② 欠場

　ありあけ新世 　有明高専
06/26 女子 1 1 龍　　実由②  12.28 2 中村　杏香②  12.44 3 田島　綾華③  12.56 4 長尾ひなた②  12.69

A100m 決勝 +0.8 　祐　誠 　誠　修 　八女工 　祐　誠
5 野口　美空③  12.73 6 髙井良彩喜③  13.01 7 半仁田杏菜③  13.01 8 宮﨑優衣奈②  13.20

　八女工 　八女工 　小　郡 　三　井
06/27 女子 1 1 西田　捺希②  27.10 2 宮﨑優衣奈②  27.26 3 鹿毛由紀菜③  27.74 4 田村　澪梨②  28.06

A200m 予選 +0.2 　祐　誠 　三　井 　浮羽究真館 　杉　森
5 玉利　咲季②  29.22 渡辺　梨央③ 欠場 宮原　友里② 欠場 永留　立袈③ 欠場

　伝習館 　八女工 　ありあけ新世 　小　郡
2 1 中村　杏香②  26.77 2 中村はる菜②  28.22 3 山口　明莉②  29.34 4 臼井　萌華③  29.88

+0.4 　誠　修 　伝習館 　ありあけ新世 　朝倉東
一森　楓菜③ 欠場 荒木　琴弓③ 欠場 半仁田杏菜③ 欠場
　有明高専 　八女工 　小　郡

3 1 長尾ひなた②  26.22 2 角　　胡花②  27.11 3 星野　琴音②  27.31 4 石井　琴葉②  31.52
+0.3 　祐　誠 　誠　修 　八　女 　小　郡

坂寺　　渚② 欠場 髙井良彩喜③ 欠場 古川　愛莉② 欠場
　 　ありあけ新世 　八女工 　有明高専

06/27 女子 1 1 中村　杏香②  25.63 2 長尾ひなた②  26.04 3 角　　胡花②  26.36 4 西田　捺希②  26.90
A200m 決勝 +0.0 　誠　修 　祐　誠 　誠　修 　祐　誠

5 星野　琴音②  27.08 6 宮﨑優衣奈②  27.18 7 鹿毛由紀菜③  28.13 中村はる菜② 欠場
　八　女 　三　井 　浮羽究真館 　伝習館
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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
06/26 女子 1 1 白川　晴愛②  59.06 2 角　　胡花②  59.69 3 辻　理理子②  1,03.97 4 柴尾　朋花③  1,04.30

A400m 予選 　八女工 　誠　修 　明　善 　三　潴
日髙　小春② 欠場 中村はる菜② 欠場 西田　捺希② 欠場
　小　郡 　伝習館 　祐　誠

2 1 西田　　藍②  59.65 2 江﨑菜々子②  1,01.47 3 星野　琴音②  1,02.37 4 大橋　佳奈②  1,03.20
　祐　誠 　三　池 　八　女 　誠　修

5 田中　亜衣②  1,03.35 6 今津　佑香③  1,06.51 7 上原　千穂②  1,06.96 8 野津原萌心②  1,13.47
　八女工 　小　郡 　伝習館 　明　善

06/26 女子 1 1 白川　晴愛②  58.79 2 角　　胡花②  59.87 3 星野　琴音②  1,01.29 4 江﨑菜々子②  1,01.98
A400m 決勝 　八女工 　誠　修 　八　女 　三　池

5 大橋　佳奈②  1,03.66 6 辻　理理子②  1,04.64 7 田中　亜衣②  1,05.54 西田　　藍② 欠場
　誠　修 　明　善 　八女工 　祐　誠

06/27 女子 1 1 中富　結花②  2,33.55 2 吉川　采花②  2,33.92 3 後藤　朱音②  2,34.83 4 深町友里加②  2,40.43
A800m 予選 　八　女 　明　善 　三　池 　久留米

5 池嶋　華凜②  2,40.93 6 本村　優衣②  3,07.14
　山　門 　八女学院

2 1 上原　千穂②  2,36.76 2 只隈千夏子②  2,36.80 3 大橋　佳奈②  2,36.99 4 大坪　奈央②  2,37.69
　伝習館 　山　門 　誠　修 　八　女

5 野津原萌心②  2,39.06 井上　瑞希② 欠場
　明　善 　八女学院

06/27 女子 1 1 中富　結花②  2,27.21 2 只隈千夏子②  2,27.67 3 大橋　佳奈②  2,29.24 4 吉川　采花②  2,30.22
A800m 決勝 　八　女 　山　門 　誠　修 　明　善

5 上原　千穂②  2,32.78 6 後藤　朱音②  2,34.54 7 野津原萌心②  2,40.18 8 大坪　奈央②  2,41.67
　伝習館 　三　池 　明　善 　八　女

06/26 女子 1 1 酒井　梨帆②  4,56.28 2 中富　結花②  5,01.51 3 今村　小雪②  5,01.69 4 吉川　采花②  5,01.79
A1500m 決勝 　八　女 　八　女 　八　女 　明　善

5 只隈千夏子②  5,02.28 6 河津　沙藍②  5,09.36 7 井手麻保子②  5,10.97 8 後藤　朱音②  5,11.59
　山　門 　明　善 　久留米附設 　三　池

9 森山　歩美②  5,30.03 10 池嶋　華凜②  5,32.66 11 柿本　美鈴②  5,48.01 渡邊　愁花② 欠場
　朝　倉 　山　門 　福　島 　誠　修
毛利　彩乃② 欠場 三原木乃葉② 欠場 冨田　未有② 欠場
　西短大附 　祐　誠 　有明高専

06/27 女子 1 1 酒井　梨帆②  10,44.98 2 今村　小雪②  10,58.08 3 河津　沙藍②  11,00.55 4 井手麻保子②  11,12.65
A3000m 決勝 　八　女 　八　女 　明　善 　久留米附設

5 田中　風花②  11,59.66 6 森山　歩美②  12,26.39 7 柿本　美鈴②  12,49.80 吉野　祥子③ 欠場
　小　郡 　朝　倉 　福　島 　明　善

06/26 女子 1 1 立花　　咲②  16.15 2 中村　雪乃②  16.20 3 江頭　千紘②  16.65 4 俵山紗和花②  17.72
A100mH(0.838m) 決勝 +0.7 　祐　誠 　明　善 　八女工 　福　島

5 佐藤　璃歩②  18.54 6 森　　彩乃②  18.54 7 東　　美咲②  20.20 白石　　愛② 欠場
　久留米 　久留米 　八女学院 　祐　誠

06/27 女子 1 濵﨑ななみ① 中村　雪乃② 江﨑菜々子② 久間　珠晏② 欠場
共通400mH(0.762m) 予選 　祐　誠 　明　善 　三　池 　誠　修

俵山紗和花②
　福　島

2 原田　萌叶① 立花　　咲② 柴尾　朋花③ 瀧上夢梨亜③ 欠場
　久留米筑水 　祐　誠 　三　潴 　祐　誠
山田　佳奈① 村上　鈴音① 欠場
　明　善 　誠　修
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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
06/27 女子 1 1 江﨑菜々子②  1,05.50 2 柴尾　朋花③  1,07.66 3 中村　雪乃②  1,09.53 4 立花　　咲②  1,10.33

共通400mH(0.762m) 決勝 　三　池 　三　潴 　明　善 　祐　誠
5 濵﨑ななみ①  1,11.62 6 俵山紗和花②  1,11.94 7 山田　佳奈①  1,12.37 8 原田　萌叶①  1,20.41

　祐　誠 　福　島 　明　善 　久留米筑水
06/27 女子 1 1 池末　桜子③  27,07.16 2 太田　愛乃②  27,49.14 渡邊　愁花② 欠場

共通5000mW 決勝 　明　善 　明　善 　誠　修
06/26 女子 1 1 八女工  49.30 2 明　善  51.30 3 三　井  52.26 4 三　潴  53.05

4x100mR 予選  江頭　千紘②  古賀　彩夏①  安達　乃愛③  甲斐田京花③
 富松　愛菜②  山田　佳奈①  宮﨑優衣奈②  柴尾　朋花③
 白川　晴愛②  辻　理理子②  向井　友世②  轟　美知留②
 田島　綾華③  中村　雪乃②  松永　美麗②  中村美唯菜①

5 有明高専  54.12 八　女 欠場 杉　森 欠場
 福澤　寧々②  橋本　　和②  田村　澪梨②
 一森　楓菜③  星野　琴音②  石井沙耶佳②
 古川　愛莉②  池田　美優①  北島　侑衣①
 山下かなた②  片小田麗樺①  岡田　愛叶①

2 1 祐　誠  48.77 2 誠　修  49.88 3 ありあけ新世  52.97 4 小　郡  53.15
 西田　　藍②  高木　杏梢①  宮原　友里②  今津　佑香③
 長尾ひなた②  中村　杏香②  山口　明莉②  半仁田杏菜③
 龍　　実由②  森田みさき①  野田　伶音②  片山　実紅②
 西田　捺希②  角　　胡花②  坂寺　　渚②  永留　立袈③

5 伝習館  53.21 6 福　島  58.05
 古賀　泉樹②  柿本　美鈴②
 中村はる菜②  井樋　紀香①
 玉利　咲季②  俵山紗和花②
 上原　千穂②  松永　桜子②

06/27 女子 1 1 祐　誠  48.49 2 八女工  48.98 3 誠　修  49.92 4 明　善  52.04
4x100mR 決勝  西田　　藍②  江頭　千紘②  高木　杏梢①  古賀　彩夏①

 長尾ひなた②  富松　愛菜②  中村　杏香②  山田　佳奈①
 龍　　実由②  白川　晴愛②  森田みさき①  辻　理理子②
 西田　捺希②  田島　綾華③  角　　胡花②  中村　雪乃②

5 三　井  52.32 6 三　潴  52.69 7 小　郡  52.76 8 ありあけ新世  52.80
 安達　乃愛③  甲斐田京花③  今津　佑香③  宮原　友里②
 宮﨑優衣奈②  柴尾　朋花③  半仁田杏菜③  山口　明莉②
 向井　友世②  轟　美知留②  片山　実紅②  野田　伶音②
 松永　美麗②  中村美唯菜①  永留　立袈③  坂寺　　渚②
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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
06/26 女子 1 三　池 八　女 八女工 欠場 三　潴

4x400mR 予選  江﨑菜々子②  今村　小雪②  荒木　琴弓③  甲斐田京花③
 後藤　朱音②  酒井　梨帆②  髙井良彩喜③  柴尾　朋花③
 坂井　愛梨①  中富　結花②  野口　美空③  轟　絵美留③
 坂本　綺星①  橋本　　和②  渡辺　梨央③  青木　未怜②
伝習館
 中村はる菜②
 玉利　咲季②
 古賀　泉樹②
 上原　千穂②

2 小　郡 誠　修 祐　誠 明　善
 今津　佑香③  久間　珠晏②  田中　　渚②  吉野　祥子③
 永留　立袈③  大橋　佳奈②  西田　捺希②  中村　雪乃②
 半仁田杏菜③  角　　胡花②  西田　　藍②  吉川　采花②
 片山　実紅②  中村　杏香②  龍　　実由②  辻　理理子②

06/27 女子 1 1 祐　誠  4,00.00 2 誠　修  4,09.71 3 明　善  4,12.13 4 八　女  4,16.69
4x400mR 決勝  西田　　藍②  大橋　佳奈②  辻　理理子②  星野　琴音②

 長尾ひなた②  中村　杏香②  山田　佳奈①  中富　結花②
 西田　捺希②  森田みさき①  古賀　彩夏①  今村　小雪②
 龍　　実由②  角　　胡花②  中村　雪乃②  松崎　那菜①

5 三　潴  4,20.83 6 小　郡  4,21.63 7 伝習館  4,21.96
 柴尾　朋花③  今津　佑香③  玉利　咲季②
 轟　絵美留③  半仁田杏菜③  古賀　泉樹②
 中村美唯菜①  永留　立袈③  上原　千穂②
 甲斐田京花③  牟田　　櫻①  中村はる菜②

06/26 女子 1 1 青木　愛美③  1.40 2 田中　天寧③  1.40 3 雫石　梨央③  1.35 4 東　　美咲②  1.35
A走高跳 決勝 　祐　誠 　祐　誠 　三池工 　八女学院

5 小西　侑里②  1.30 安西　美皓② 欠場 曽根　彩加② 欠場
　祐　誠 　福　島 　有明高専
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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
06/26 女子 1 1 安達　乃愛③  2.90 2 向井　友世②  2.80

共通棒高跳 決勝 　三　井 　三　井
06/27 女子 1 1 富松　愛菜②  5.31 2 田島　綾華③  5.29 3 今泉　れん②  5.26 4 平木くれあ②  5.11

A走幅跳 決勝 　八女工 +1.8 　八女工 +2.3 　祐　誠 +1.5 　朝　倉 +1.0
5 古賀　泉樹②  5.10 6 轟　絵美留③  4.68 7 一森　楓菜③  4.57 8 片山　実紅②  4.41

　伝習館 +1.0 　三　潴 +0.1 　有明高専 +0.3 　小　郡 +1.7
9 青木　未怜②  4.34 10 甲斐田京花③  4.19 11 小椎尾　華③  3.90 12 高月　　凜②  3.83

　三　潴 +1.9 　三　潴 +1.5 　八女工 +0.4 　ありあけ新世 +1.1
野田　伶音② 欠場 伊藤　　凜③ 欠場
　ありあけ新世 　明　善

06/26 女子 1 1 伊藤　　凜③  11.19 2 今泉　れん②  11.05 3 古賀　泉樹②  10.57 4 辻　理理子②  10.22
共通三段跳 決勝 　明　善 -0.5 　祐　誠 +0.8 　伝習館 +1.2 　明　善 +0.3

5 轟　絵美留③  10.14 6 甲斐田京花③  8.56 7 原賀　瑠菜①  8.42 竹下　鈴菜① 欠場
　三　潴 +0.8 　三　潴 +0.2 　誠　修 -0.5 　伝習館
田中　天寧③ 欠場 田島　綾華③ 欠場
　祐　誠 　八女工

06/27 女子 1 1 西田　美穂②  9.75 2 吉田　悠羽②  8.78 3 冨田　月葉③  8.56 4 福森　優菜②  8.19
A砲丸投(4.000kg) 決勝 　祐　誠 　祐　誠 　誠　修 　久留米筑水

5 倉重　美里③  7.78 6 松永　桜子②  7.51
　久留米筑水 　福　島

06/26 女子 1 1 大石　真心②  27.14 2 冨田　月葉③  26.93 3 吉田　悠羽②  26.62 4 笠　　琴美②  26.30
A円盤投(1.000kg) 決勝 　八女工 　誠　修 　祐　誠 　祐　誠

5 轟　美知留②  24.51 6 福森　優菜②  23.12 7 倉重　美里③  19.91 8 臼井　未佑②  18.84
　三　潴 　久留米筑水 　久留米筑水 　祐　誠
三戸辺柚七② 欠場
　三　井

06/26 女子 1 1 大石　真心②  37.31 2 西田　美穂②  20.38 3 河島　蝶菜③  19.17 4 青木　未怜②  16.92
共通ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 決勝 　八女工 　祐　誠 　三　潴 　三　潴

5 笠　　琴美②  12.02 草場　優来② 欠場
　祐　誠 　祐　誠

06/26 女子 1 1 松田　李亜③  35.64 2 松永　桜子②  32.83 3 西尾　麻陽②  32.36 4 轟　美知留②  31.69
Aやり投(600g) 決勝 　三　井 　福　島 　輝翔館 　三　潴

5 河島　蝶菜③  30.89 6 作田ユリカ③  30.57 7 松永　美麗②  26.09 8 堤　　芽依②  23.75
　三　潴 　祐　誠 　三　井 　八女学院

9 栁　　茉佑②  23.50 10 池松　美実②  17.23 片山　実紅② 加藤　里奈② 欠場
　祐　誠 　三　井 　小　郡 　祐　誠
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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
06/26 女子 1 1 池田　美優①  13.59 2 坂元ゆうり①  13.79 3 宮﨑　鈴奈①  13.99 4 大籠万里奈①  14.11

B100m 予選 +1.3 　八　女 　三　井 　祐　誠 　南　筑
5 尾山　瑛帆①  14.54 6 森田　妃南①  14.83 7 岡田　愛叶①  16.50

　明　善 　有明高専 　杉　森
2 1 田島　優月①  13.02 2 和田　心遥①  13.40 3 深町　優空①  13.75 4 古館　　悠①  14.21

+1.2 　柳　川 　朝倉東 　八　女 　伝習館
5 馬場　亜美①  16.04 池尻ひより① 欠場 小笠原朱里① 欠場

　福　島 　南　筑 　久留米
3 1 坂井　愛梨①  13.39 2 市岡　夢渚①  13.46 3 久保田琳香①  14.16 4 吉野　百花①  14.60

+1.8 　三　池 　八女学院 　輝翔館 　久留米
5 武田　弘美①  14.84 岡　芭都妃① 欠場

　三　潴 　福　島
4 1 中村美唯菜①  13.08 2 野田　唯藍①  13.33 3 井樋　紀香①  14.04 4 平本　　彩①  14.15

+1.6 　三　潴 　大牟田 　福　島 　朝倉東
5 佐伯　愛実①  14.71 北島　侑衣① 欠場

　八女学院 　 　杉　森
06/26 女子 1 1 田島　優月①  12.93 2 中村美唯菜①  13.22 3 野田　唯藍①  13.29 4 和田　心遥①  13.36

B100m 決勝 +1.3 　柳　川 　三　潴 　大牟田 　朝倉東
5 坂井　愛梨①  13.40 6 池田　美優①  13.63 7 深町　優空①  13.64 8 市岡　夢渚①  13.68

　三　池 　八　女 　八　女 　八女学院
06/27 女子 1 1 野田　唯藍①  27.85 2 井樋　紀香①  28.00 3 坂井　愛梨①  28.12 4 平本　　彩①  29.22

B200m 予選 +0.6 　大牟田 　福　島 　三　池 　朝倉東
5 深川　瑠理①  31.39 6 片小田麗樺①  32.43

　三　潴 　八　女
2 1 中村美唯菜①  27.30 2 森田みさき①  27.48 3 古賀　彩夏①  27.97 4 和田　心遥①  29.02

+1.3 　三　潴 　誠　修 　明　善 　朝倉東
5 馬場　亜美①  33.83 北島　侑衣① 欠場

　福　島 　 　杉　森
3 1 竹元　美陽①  27.25 2 深町　優空①  29.46 3 大籠万里奈①  30.39 4 内藤　亜紀①  31.94

+0.7 　祐　誠 　八　女 　南　筑 　伝習館
岡　芭都妃① 欠場 有田　小浜① 欠場
　福　島 　久留米

06/27 女子 1 1 竹元　美陽①  26.81 2 中村美唯菜①  27.15 3 野田　唯藍①  27.48 4 森田みさき①  27.56
B200m 決勝 +2.4 　祐　誠 　三　潴 　大牟田 　誠　修

5 古賀　彩夏①  28.05 6 深町　優空①  28.30 7 井樋　紀香①  28.32 8 坂井　愛梨①  28.41
　明　善 　八　女 　福　島 　三　池

06/26 女子 1 1 松崎　那菜①  1,02.75 2 市岡　夢渚①  1,03.39 3 木村　結香①  1,04.52 4 山田　佳奈①  1,05.11
B400m 決勝 　八　女 　八女学院 　祐　誠 　明　善

5 高木　杏梢①  1,07.25 6 白山　　陽①  1,07.68 7 江良　朋恵①  1,11.13
　誠　修 　八女工 　福　島

06/27 女子 1 1 松崎　那菜①  2,30.13 2 坂本　綺星①  2,34.39 3 永淵　和奏①  2,37.98 4 古賀　蒼彩①  2,39.23
B800m 予選 　八　女 　三　池 　久留米附設 　祐　誠

5 進藤　咲花①  2,42.52 6 岩根　愛奈①  2,46.36 7 立本　一華①  2,56.21
　伝習館 　明　善 　久留米

2 1 堤　　花恋①  2,36.16 2 牟田　　櫻①  2,36.69 3 藤井美咲姫①  2,37.22 4 江良　朋恵①  2,47.45
　輝翔館 　小　郡 　久留米高専 　福　島

5 繁原　咲良①  2,47.95 高木　杏梢① 欠場
　伝習館 　誠　修
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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
06/27 女子 1 1 松崎　那菜①  2,29.94 2 牟田　　櫻①  2,31.31 3 坂本　綺星①  2,33.01 4 堤　　花恋①  2,37.31

B800m 決勝 　八　女 　小　郡 　三　池 　輝翔館
5 藤井美咲姫①  2,37.62 6 進藤　咲花①  2,37.64 7 永淵　和奏①  2,39.40 8 古賀　蒼彩①  2,54.15

　久留米高専 　伝習館 　久留米附設 　祐　誠
06/26 女子 1 1 牟田　　櫻①  5,14.23 2 坂本　綺星①  5,19.50 3 緒方　優希①  5,29.29 4 宇治川真央①  5,30.33

B1500m 決勝 　小　郡 　三　池 　小　郡 　朝　倉
5 進藤　咲花①  5,31.44 6 古賀　蒼彩①  5,45.94 7 吉村　茜音①  5,54.04 8 繁原　咲良①  5,56.33

　伝習館 　祐　誠 　明　善 　伝習館
9 中山　侑香①  6,03.40 堤　　花恋① 欠場

　久留米 　輝翔館
06/27 女子 1 1 吉村　茜音①  13,27.75

B3000m 決勝 　明　善
06/26 女子 1 1 原田　萌叶①  17.61 2 長田　紗枝①  18.18 3 内藤　亜紀①  19.07 4 古賀　彩夏①  24.66

B100mYH(0.762m) 予選 -0.1 　久留米筑水 　久留米 　伝習館 　明　善
村上　鈴音① 失格
　誠　修

2 1 久保田琳香①  17.80 2 濵﨑ななみ①  18.10 3 有馬　華月①  18.51 4 大坪　綾乃①  18.53
+0.4 　輝翔館 　祐　誠 　誠　修 　伝習館

5 佐伯　愛実①  18.66
　八女学院

06/26 女子 1 1 原田　萌叶①  17.17 2 濵﨑ななみ①  17.56 3 久保田琳香①  17.60 4 佐伯　愛実①  18.17
B100mYH(0.762m) 決勝 +1.7 　久留米筑水 　祐　誠 　輝翔館 　八女学院

5 大坪　綾乃①  18.18 6 長田　紗枝①  18.31 7 有馬　華月①  18.49 8 内藤　亜紀①  18.72
　伝習館 　久留米 　誠　修 　伝習館

06/26 女子 1 1 鍋田　歩果①  1.48 2 武田　弘美①  1.35 3 尾山　瑛帆①  1.20 深川　瑠理① 記録なし
B走高跳 決勝 　八女工 　三　潴 　明　善 　三　潴

06/27 女子 1 1 宮園　文菜①  4.89 2 坂元ゆうり①  4.70 3 有馬　華月①  4.33 4 宮﨑　鈴奈①  4.09
B走幅跳 決勝 　三　池 +2.0 　三　井 +0.7 　誠　修 +1.4 　祐　誠 +2.5

5 古館　　悠①  4.08 6 原賀　瑠菜①  4.05 7 片小田麗樺①  3.96 8 津留　佑奈①  3.81
　伝習館 +0.4 　誠　修 -0.6 　八　女 +1.1 　八　女 +0.9

9 竹元　美陽①  3.69 10 西村　遙華①  3.54 11 田原　　結①  3.33 竹下　鈴菜① 欠場
　祐　誠 +0.6 　有明高専 -0.6 　久留米 +0.4 　伝習館

06/27 女子 1 1 山本　紅亜①  8.88 2 重光　陽愛①  8.71 3 樋口　星奈①  7.16 4 永松　鈴乃①  6.69
B砲丸投(4.000kg) 決勝 　誠　修 　朝　倉 　誠　修 　八　女

久賀　心美① 欠場
　久留米筑水

06/26 女子 1 1 山本　紅亜①  21.78 2 永松　鈴乃①  20.77 3 重光　陽愛①  18.92 4 田中　和帆①  16.94
B円盤投(1.000kg) 決勝 　誠　修 　八　女 　朝　倉 　八　女

5 樋口　星奈①  16.60
　誠　修

06/26 女子 1 1 田中　和帆①  24.32 2 内堀　瑚春①  21.35 3 永尾　遥奈①  20.83 4 中嶋美怜衣①  18.49
Bやり投(600g) 決勝 　八　女 　久留米 　小　郡 　小　郡

5 岩根　愛奈①  17.14
　明　善
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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 馬場　尊琉② 大牟田  6.67  6.88  6.75  6.45  6.85  6.65 6.88

走幅跳 決勝 1 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｹﾙ 南部 +3.4 +2.8 +2.5 +2.5 +2.5 +3.7 +2.8  

2 川島　伯② 大牟田  6.53  -  6.52  -  6.44  - 6.53
ｶﾜｼﾏ ﾊｸ 南部 +3.1  +5.6  +2.4  +3.1  

3 小島　大輝① 祐　誠  6.03  X  6.21  6.24  6.53  6.44 6.53
ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 南部 +1.3  +4.4 +5.5 +4.0 +4.0 +4.0  

4 秋吉　爽瑠② 祐　誠  6.48  X  6.45  -  -  - 6.48
ｱｷﾖｼ ﾀｹﾙ 南部 +4.2  +4.4    +4.2  

5 熊本　政輝② 朝　倉  6.24  6.22  X  X  6.05  6.18 6.24
ｸﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 南部 +3.8 +1.4   +4.0 +2.3 +3.8  

6 野田　陽介② 八　女  X  5.62  5.95  5.59  5.83  6.20 6.20
ﾉﾀﾞ ﾖｳｽｹ 南部  +2.3 +1.9 +2.4 +2.7 +4.0 +4.0  

7 水野　瑛太① 三池工  6.17  5.70  6.02  5.88  5.96  6.14 6.17
ﾐｽﾞﾉ ｴｲﾀ 南部 +4.8 +2.2 +3.2 +2.1 +2.9 +3.2 +4.8  

8 金縄　寿成② 山　門  5.74  5.53  5.57  5.58  O  X 5.74
ｶﾈﾅﾜ ｶｽﾞﾅﾘ 南部 +2.1 +1.0 +3.7 +3.4 +1.3 +4.3 +2.1  

9 城後　雄亮① 伝習館  5.67  X  5.66    5.67
ｼﾞｮｳｺﾞ ﾕｳｽｹ 南部 +3.5  +2.6    +3.5  

10 空閑　琉矢① 八女工  5.54  5.58  5.33    5.58
ｸｶﾞ ﾘｭｳﾔ 南部 +2.9 +3.3 +2.7    +3.3  

11 林田　誠矢② 三池工  5.52  4.82  5.40    5.52
ﾊﾔｼﾀﾞ ﾏｻﾔ 南部 +3.2 +1.3 +4.8    +3.2  

12 久保　一葉① 八　女  5.35  5.25  X    5.35
ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾊ 南部 +3.6 +2.3     +3.6  

13 永石　大翔① 朝倉東  3.83  4.57  4.65    4.65
ﾅｶﾞｲｼ ﾋﾛﾄ 南部 +2.2 +2.7 +3.7    +3.7  

14 田辺　龍平① 朝倉東  4.19  3.51  3.62    4.19
ﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾍｲ 南部 +3.1 +5.1 +2.3    +3.1  

15 小金丸　慶矢① 久留米  3.44  3.23  3.89    3.89
ｺｶﾞﾈﾏﾙ ｹｲﾔ 南部 +3.3 +3.0 +6.4    +6.4  

興膳　雅大① 朝　倉 記録なし
ｺｳｾﾞﾝ ﾏｻﾋﾛ 南部
城島　和祈② 小　郡 欠場
ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 南部
猪口　一樹② 三　井 欠場
ｲﾉｸﾁ ｶｽﾞｷ 南部
北島　正裕① 山　門 欠場
ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 南部
小江　希心② 明　善 欠場
ｵｴ ｷｼﾝ 南部

09/13 男子 1 水野　瑛太① 三池工  12.56  12.54  12.72  12.82  13.11  12.87 13.11
三段跳 決勝 1 ﾐｽﾞﾉ ｴｲﾀ 南部 +2.5 +2.5 +2.2 +1.4 +0.9 +1.5 +0.9  

2 北島　正裕① 山　門  12.54  12.65  12.54  12.75  12.93  12.90 12.93
ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 南部 +2.5 +1.4 +4.0 +1.3 +3.1 +3.1 +3.1  

3 林田　誠矢② 三池工  12.78  12.64  12.85  12.49  11.93  12.48 12.85
ﾊﾔｼﾀﾞ ﾏｻﾔ 南部 +0.7 +0.9 +2.6 +2.7 +2.1 +1.4 +2.6  

4 馬場　尊琉② 大牟田  12.43  12.28  12.09  12.67  12.56  12.27 12.67
ﾊﾞﾊﾞ ﾀｹﾙ 南部 +2.8 +2.4 +1.9 +2.6 +2.3 +2.8 +2.6  

5 金縄　寿成② 山　門  12.07  11.93  11.98  11.63  12.08  12.35 12.35
ｶﾈﾅﾜ ｶｽﾞﾅﾘ 南部 +1.8 +1.7 +1.2 +1.6 +1.5 +2.5 +2.5  

6 山田　春杜② 三　潴  12.31  11.76  11.93  11.69  12.02  11.39 12.31
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 南部 +3.7 +1.7 +0.9 +1.7 +2.0 +3.4 +3.7  

7 城後　雄亮① 伝習館  12.01  11.89  12.15  11.70  11.78  12.17 12.17
ｼﾞｮｳｺﾞ ﾕｳｽｹ 南部 +1.4 +3.2 +2.7 +2.3 +3.5 +2.3 +2.3  

8 篠原　寛智① 小　郡  11.15  12.00  11.89  11.88  11.92  12.00 12.00
ｼﾉﾊﾗ ｶﾝﾁ 南部 +1.9 +3.1 +1.7 +2.6 +2.1 +2.2 +2.2  

9 川島　伯② 大牟田  X  X  11.43    11.43
ｶﾜｼﾏ ﾊｸ 南部   +2.5    +2.5  

10 神﨑　信吾② 朝倉東  10.82  10.55  X    10.82
ｶﾝｻﾞｷ ｼﾝｺﾞ 南部 +1.2 +2.2     +1.2  

小島　大輝① 祐　誠 記録なし
ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 南部

09/05 男子 1 蒲原　寛大郎② 明　善  6.21  6.10  6.13    6.21
八種走幅跳 決勝 1 ｶﾓﾊﾗ ｶﾝﾀﾛｳ 南部 +2.3 +2.5 +3.2    +2.3 (632)

2 小江　希心② 明　善  5.38  5.45  5.64    5.64
ｵｴ ｷｼﾝ 南部 +2.8 +1.6 +4.4    +4.4 (510)

3 松田　剛尚② 大牟田  X  5.58  5.60    5.60
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶﾋｻ 南部  +4.1 +4.0    +4.0 (502)

4 田村　颯也① 小　郡  5.29  5.16  4.50    5.29
ﾀﾑﾗ ｿｳﾔ 南部 +3.0 +2.9 +2.7    +3.0 (439)

5 井上　滉基② 明　善  4.86  4.98  5.17    5.17
ｲﾉｳｴ ｺｳｷ 南部 +2.5 +3.8 +1.5    +1.5 (415)

6 小山　凌弥② 輝翔館  4.99  5.14  4.96    5.14
ｺﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 南部 +0.9 +3.8 +2.6    +3.8 (409)

7 藤原　昌槻① 輝翔館  5.04  5.11  5.10    5.11
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｷ 南部 +3.0 +1.5 +3.2    +1.5 (404)

8 田中　献真① 久留米  3.53  3.97  4.31    4.31
ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾝ 南部 +2.1 +3.2 +4.0    +4.0 (257)

綿貫　詠真① 祐　誠 欠場
ﾜﾀﾇｷ ｴｲﾏ 南部
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09/13 女子 1 今泉　れん① 祐　誠  5.30  5.36  X  5.24  X  5.23 5.36
走幅跳 決勝 1 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾚﾝ 南部 +1.7 +2.3 +2.1 +3.2 +4.0 +2.1 +2.3  

2 富松　愛菜① 八女工  5.24  5.01  5.05  5.10  5.10  4.91 5.24
ﾄﾐﾏﾂ ﾏﾅ 南部 +2.5 +2.0 +2.1 +2.7 +3.9 +2.4 +2.5  

3 冨田　星葉② 三　池  4.73  4.77  4.86  4.81  5.06  X 5.06
ﾄﾐﾀ ﾎｼﾊ 南部 +3.5 +1.9 +3.6 +2.7 +1.7 +1.3 +1.7  

4 轟　絵美留② 三　潴  4.71  4.77  4.74  X  4.94  4.82 4.94
ﾄﾄﾞﾛｷ ｴﾐﾙ 南部 +1.0 +2.5 +2.8 +2.0 +1.7 +4.0 +1.7  

5 古賀　泉樹① 伝習館  4.71  4.76  X  4.84  4.83  4.83 4.84
ｺｶﾞ ﾐｽﾞｷ 南部 +2.9 +2.2 +1.1 +2.3 +3.0 +2.0 +2.3  

6 伊藤　凜② 明　善  X  4.80  X  4.71  4.71  4.72 4.80
ｲﾄｳ ﾘﾝ 南部 +0.7 +3.0 +2.6 +2.3 +1.4 +2.0 +3.0  

7 平木　くれあ① 朝　倉  3.29  4.62  X  4.77  4.77  X 4.77
ﾋﾗｷ ｸﾚｱ 南部 +3.5 +1.8 +3.8 +5.0 +3.3 +3.1 +5.0  

8 白石　愛① 祐　誠  X  4.56  4.30  4.75  4.27  - 4.75
ｼﾗｲｼ ｱｲ 南部 +2.9 +3.0 +1.1 +3.7 +3.4  +3.7  

9 田島　綾華② 八女工  4.45  4.31  4.53    4.53
ﾀｼﾏ ｱﾔｶ 南部 +2.4 +1.7 +1.9    +1.9  

10 小椎尾　華② 八女工  4.17  4.46  4.20    4.46
ｺｼﾞｵ ﾊﾅ 南部 +1.8 +1.4 +2.7    +1.4  

11 青木　愛美② 祐　誠  X  4.38  4.44    4.44
ｱｵｷ ﾏﾅﾐ 南部 +3.0 +2.8 +3.6    +3.6  

12 高月　凜① ありあけ新世  3.76  4.17  4.05    4.17
ﾀｶﾂｷ ﾘﾝ 南部 +1.7 +1.7 +2.4    +1.7  

13 野田　伶音① ありあけ新世  2.95  4.16  4.11    4.16
ﾉﾀﾞ ﾚﾈ 南部 +3.5 +2.7 +1.1    +2.7  

14 池松　美実① 三　井  4.06  3.79  3.74    4.06
ｲｹﾏﾂ ﾐﾐ 南部 +3.0 +3.0 +2.5    +3.0  

15 高安　あい② 久留米  3.80  3.79  3.83    3.83
ﾀｶﾔｽ ｱｲ 南部 +3.1 +2.8 +1.8    +1.8  

16 甲斐田　京花② 三　潴  X  X  3.63    3.63
ｶｲﾀﾞ ｺﾄﾊ 南部 +3.2 +2.4 +4.0    +4.0  

17 千種　華① 朝倉東  3.39  -  -    3.39
ﾁｸﾞｻ ﾊﾅ 南部 +1.9      +1.9  

片山　実紅① 小　郡 欠場
ｶﾀﾔﾏ ﾐｸ 南部
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09/05 女子 1 伊藤　凜② 明　善  10.85  X  X  11.17  11.22  11.11 11.22
三段跳 決勝 1 ｲﾄｳ ﾘﾝ 南部 +2.4   +3.3 +3.8 +4.3 +3.8  

2 今泉　れん① 祐　誠  9.65  10.49  10.34  -  -  - 10.49
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾚﾝ 南部 +3.9 +2.3 +1.5    +2.3  

3 田中　天寧② 祐　誠  X  9.33  10.21  -  -  - 10.21
ﾀﾅｶ ｱﾏﾈ 南部  +3.1 +3.9    +3.9  

4 田島　綾華② 八女工  9.89  10.02  9.77  9.90  X  9.98 10.02
ﾀｼﾏ ｱﾔｶ 南部 +2.1 +2.3 +3.6 +2.7  +3.9 +2.3  

5 古賀　泉樹① 伝習館  X  9.56  9.61  9.81  9.89  9.87 9.89
ｺｶﾞ ﾐｽﾞｷ 南部 +3.0 +1.7 +1.3 +2.3 +2.3 +2.1 +2.3  

6 轟　絵美留② 三　潴  9.25  9.09  9.44  X  9.30  9.61 9.61
ﾄﾄﾞﾛｷ ｴﾐﾙ 南部 +2.1 +1.7 +3.4  +2.4 +4.4 +4.4  

7 辻　理理子① 明　善  X  8.31  8.59  -  -  - 8.59
ﾂｼﾞ ﾘﾘｺ 南部 +2.5 +2.5 +3.4    +3.4  

安達　乃愛② 三　井 欠場
ｱﾀﾞﾁ ﾉｱ 南部

09/13 女子 1 轟　美知留① 三　潴  3.23  X  3.83    3.83
七種走幅跳 決勝 1 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾐﾁﾙ 南部 +3.6 +2.5 +3.2    +3.2 (270)

2 青木　未怜① 三　潴  3.79  3.66  X    3.79
ｱｵｷ ﾐﾚｲ 南部 +2.9 +2.8 +2.4    +2.9 (261)

東　さくら① 明　善 欠場
ﾋｶﾞｼ ｻｸﾗ 南部
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