
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 令和3年9月4日(土) 9月5日(日)

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

大会ｺｰﾄﾞ 21402004
競技場ｺｰﾄﾞ 402010

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
混成 土屋　勝則

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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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 保坂　健太
栗原隆乃介①（三　潴）

気　　圧
61 61 61 6464 66 64 58

土屋　勝則 記録主任 松藤　利彦
湿　　度 68 70 67 67 64 60

混成28.0 29.0 29.0 29.0 29.0 28.032.0 31.5 29.0 27.0

加藤　元晴②（大牟田） 審 判 長 投擲 安徳　浩平
気　　温 29.5 31.0 31.5 32.5

2.1 1.41.9 3.2 2.8 1.7 2.3
矢野　純

風　　速 1.1 1.9 0.7 2.1 2.9 3.6 4.5

跳躍北東 北東 北 北 北 北北北西 北 北 北東

最 優 秀 選 手 ﾄﾗｯｸ 蓮尾　稔郎
風　　向 北東 北東 東北東 北北西

曇り 曇り 曇り晴れ 曇り 晴れ 曇り晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ

総　　務 鵜澤　　洋 風向風力 田中　正二
参加人員 ２４２ 名 天　　候 晴れ

12 13 14 1515 16 17 10 1110 11 12 13 1412 13 14 15 16 17

点 八女工 １０ 点

参加学校 ２７ 校 １時間毎 10 11

点 山　門 １０ 点 三池工 １０点 祐　誠 １４ 点 朝　倉 １２

点

フィールド 三　潴 ２７ 点 八　女 １７ 点 輝翔館 １５

点 福　島 １２ 点 三　潴 １２点 八　女 １５ 点 輝翔館 １３点 誠　修 １８ 点 祐　誠 １５トラック 大牟田 ８８ 点 朝　倉 ２０

福　島 ２１ 点 八女工 １９ 点八　女 ３２ 点 輝翔館 ２８ 点朝　倉 ３５ 点 祐　誠 ３４ 点総　　合 大牟田 ９３ 点 三　潴 ３９ 点

朝　倉
  

武内　風馬② 福　島 綿貫　詠真② 祐　誠 角　　孝誠① 大牟田 片岡　賢吉①

福　島 坂田　伊吹① 八女学院
八種競技  4436  4257  3725  3259   

福　島 弥永　　翼① 三　井 松藤　悠生② 輝翔館 松永　侑士②
 38.02  36.93

大坪　歩夢② 八女学院 竹下　　蕉② 三　潴 大塚　志月① 三　潴 金川　康輝②
や り 投  54.40  53.74  48.49  42.25  40.46  39.58

輝翔館 竹下　　蕉② 三　潴 大塚　志月① 三　潴
  

森田　匡俊② 輝翔館 落田　大晴② 祐　誠 井波　蓮信① 輝翔館 荊尾　龍士①

八女学院 森山　優大① 八女学院
ﾊ ﾝ ﾏ ｰ 投  42.85  37.35  32.39  22.48  15.04  14.95

八　女 釜堀　将伍② 朝　倉 荊尾　龍士① 輝翔館 馬場　悠雅①
 22.88  20.74

池田龍ノ介① 八　女 山内　雅也② 久留米高専 下川　陽成① 八女工 末崎　恵聖①

伝習館 森田　匡俊② 輝翔館
円 盤 投  33.53  31.07  30.15  27.54  26.27  23.18

朝　倉 下川　陽成① 八女工 片岡　賢吉① 朝　倉 小宮　圭翔①
 10.14  8.93

落田　大晴② 祐　誠 池田龍ノ介① 八　女 山内　雅也② 久留米高専 釜堀　将伍②

三　井 丸林　士道① 八女工
砲 丸 投  11.43  11.38  11.03  10.74  10.57  10.32

伝習館 木下　拓道① 明　善 古賀　勇臣① 大牟田 権藤　健志①
 11.48 +1.3  11.37 +1.3

北島　正裕② 山　門 水野　瑛太② 三池工 栗原隆乃介① 三　潴 城後　雄亮②

伝習館 生田秦之亮① 祐　誠
三 段 跳  13.61 +1.4  13.23 +2.1 (12.29 +2.0)  12.95 +1.7  12.38 +1.9  12.37 +2.1 (12.17 +1.4)  12.15 +2.2 (12.05 +0.9)

祐　誠 木下　拓道① 明　善 田辺　龍平② 朝倉東 城後　雄亮②
 6.08 +2.3  6.06 +3.6

興膳　雅大② 朝　倉 水野　瑛太② 三池工 北島　正裕② 山　門 小島　大輝②
走 幅 跳  6.65 +3.6 (6.31 +1.7)  6.51 +3.6  6.47 +2.2  6.38 +2.9  6.16 +4.6 (5.91 +1.7)  6.13 +2.2 (6.07 +1.7)

  
月俣　春風① 三　井

棒 高 跳  3.20      
八　女 加藤　孔哉② 朝倉東

  
栗原隆乃介① 三　潴 吉山　大陽① 三　潴 丸林　士道① 八女工 増永　藍斗①

走 高 跳  1.90  1.80  1.55  1.55  1.40  
松村　達也② 野田　航平① 山口　裕介②下川　明裕② 中島　脩吾① 寺田　智哉② 定村　航希②
越智　剛志② 岩﨑　翔平① ｼﾞｪﾝｷﾝｽﾞ海①

伝習館
古賀　晴樹② 川口　　類② 荒巻　晴人① 興膳　雅大②

朝　倉 吉田　結大② 誠　修 林田　光貴② 輝翔館 堤　　　麟②冨田　大梧② 大牟田 窪田　純平① 八　女 吉武　由樹① 八女工 太田　一翔②
松永　悠真① 藤原　昌槻② 城後　雄亮②

 3,37.41 (3,37.10)  
4x400mR 土本　凱誠① 西木　彬真② 栗原　将人① 青木　拓真②

野田　航平①
 3,27.77  3,29.66  3,31.12  3,31.81  3,32.35  3,36.24 (3,33.92)

國武　幸生② 寺田　智哉② 川口　　類②
藤原　昌槻②

渡邉　快斗① 冨田　大梧② 綿貫　詠真②
貞苅　恵起② 吉武　由樹① 淺川　晴斗①

岩﨑　翔平① 輝翔館
松村　達也② 下川　明裕② 小島　大輝②

川口　　諒② 福　島 栗原　将人① 八女工 中島　脩吾① 八　女
林田　光貴②

吉田　結大② 誠　修 近藤　千策① 大牟田 緒方　良介① 祐　誠
武内　風馬② 田島　暖斗① 窪田　純平①

 44.91  45.02 (44.88)
4x100mR 松本　海星② 野原　翔吾① 立花　典汰②

 43.91  44.13  44.30 (44.19)  44.45 (43.99)  44.79 (44.73)

    
奥　　宗也② 大牟田 安田夢咲士② 大牟田

八女工 菓子野　晴② 八女工 馬場　桜太① 三池工
5000mW  22,37.16  22,46.05   

大牟田 寺島　竜晴② 三　潴 大塚　貴弥① 三　池 前田　琉亜①
 10,46.79  11,05.89  11,12.45  11,29.30

加藤　元晴② 大牟田 山本　凌聖② 大牟田 山上　勇希①

誠　修
3000mSC  9,21.55  10,00.87  10,08.50  10,42.62

大牟田 佐田　悠介① 三　潴 塚本　渉夢② 久留米 松尾　匠真②
 1,02.74  1,04.35 (1,03.11)   

岩﨑　翔平① 輝翔館 下川　明裕② 大牟田 赤池　　空①

三　潴 江頭　潤太① 祐　誠
400mH  56.97  57.41  59.55 (59.45)  1,02.32 (1,02.21)

誠　修 下川吉平太① 八女学院 宮崎　敬大① 三池工 吉山　大陽①
 17.42  18.18  18.62  

風：+2.1 岩﨑　翔平① 輝翔館 佐田　悠介① 三　潴 松尾　匠真②

明　善 徳永　拓未① 三　池 西村　拓真① 祐　誠
110mH  15.48  16.34  16.58  16.59

大牟田 中村　優太① 明　善 小宮　康永② 三　池 山田　大夢①
 16,36.03  17,07.78  17,20.49  17,32.45

谷本昂士郎① 大牟田 花本　史龍② 大牟田 石橋　侑大②

三　池 松浦　衣吹① 伝習館 和田隆之介② 朝　倉
5000m  14,52.95  15,01.31  15,45.46  16,04.97

明　善 堤　　　麟② 伝習館 中島　愁麻② 八女工 小宮　康永②
 4,20.53 (4,20.52)  4,20.55  4,34.55 (4,21.19)  4,37.31

谷本昂士郎① 大牟田 花本　史龍② 大牟田 中村　優太①

伝習館 中島　愁麻② 八女工 西木　維吹② 祐　誠
1500m  3,58.40  4,13.58  4,18.99  4,20.33

山　門 下川　一翔② 八女学院 青木　拓真② 朝　倉 松浦　衣吹①
 2,04.46  2,04.68  2,05.64 (2,04.32 )  2,08.13 (2,06.90 )

堤　　　麟② 伝習館 倉野　祐典① 大牟田 原田　崇太②

朝　倉 吉田　結大② 誠　修 寺田　智哉② 八女工
800m  2,02.98  2,03.71  2,03.91  2,04.29

大牟田 窪田　純平① 八　女 川口　　類② 八　女 定村　航希②
 53.00 (52.05)  53.35 (52.63)  53.45 (52.47)  53.68 (52.86)

立花　典汰② 祐　誠 冨田　大梧② 大牟田 下川　明裕②

誠　修 吉松　裕二② 浮羽工 川口　　諒② 福　島
400m  51.07  51.66  52.30 (52.26)  52.58 (52.23)

八　女 吉田　結大② 誠　修 冨田　大梧② 大牟田 松村　達也②
 23.24 [23.27 +0.8]  23.37 [23.35 +1.5]  23.37 [23.31 +0.8]  23.38 [23.37 +0.8]

風：+2.4 棚町　建太① 朝　倉 立花　典汰② 祐　誠 川口　　類②

誠　修 近藤　千策① 大牟田 山本　昂輝② 朝倉東
200m  22.48 [22.62 +1.5]  22.55 [22.83 +1.5]  22.86 [22.94 +1.5]  23.18 [23.00 +1.5]

福　島 吉松　裕二② 浮羽工 興膳　雅大② 朝　倉 松本　海星②
 11.22  11.31 (11.51 +1.3)  11.41  11.42

風：+2.5 棚町　建太① 朝　倉 川口　　諒② 福　島 國武　幸生②

所　　属 氏　名（学年） 所　　属 氏　名（学年） 所　　属
100m  10.98 (11.69 +1.7)  11.13 (11.51 +2.0)  11.17  11.18

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 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 久留米総合スポーツセンター県立陸上競技場



女
主催 ９月４日（土）
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蓮尾　稔郎

備　考 　

（ ）の記録は予選、［］は準決勝

 GR は大会新、EGR は大会タイ

保坂　健太技術総務

大石　真心②（八女工）

気　　圧

58 61 61 61 6460 64 66 64湿　　度 68 70 67 67 64

混成 土屋　勝則 記録主任 松藤　利彦29.0 29.0 28.027.0 28.0 29.0 29.0

投擲 安徳　浩平

気　　温 29.5 31.0 31.5 32.5 32.0 31.5 29.0

太田　愛乃②（明　善） 審 判 長2.8 1.7 2.3 2.1 1.43.6 4.5 1.9 3.2

跳躍 矢野　純

風　　速 1.1 1.9 0.7 2.1 2.9

北 北 北北東 北東 北東 北

最 優 秀 選 手 ﾄﾗｯｸ

風　　向 北東 北東 東北東 北北西 北北西 北 北

曇り晴れ 曇り 晴れ 曇り 曇り 曇り晴れ 晴れ 晴れ 晴れ

鵜澤　　洋 風向風力 田中　正二

参加人員 １７２ 名 天　　候 晴れ 晴れ 晴れ

14 15 16 17 18 総　　務17 18 10 11 12 1311 12 13 14 15 1614 15 16 17 10

６ 点

参加学校 ２７ 校 １時間毎 10 11 12 13

７ 点 明　善 ７ 点 朝　倉１０ 点 福　島 ９．５ 点 三　井１８．５ 点 三　潴 １０．５ 点 伝習館

１０ 点 福　島 ６ 点

フィールド 祐　誠 ５９ 点 八女工

１８ 点 三　池 １５ 点 山　門３７ 点 誠　修 ２６ 点 八女工

１３．５ 点

トラック 祐　誠 ４８ 点 明　善 ４３ 点 八　女

２０ 点 福　島 １５．５ 点 三　潴３６．５ 点 誠　修 ３１ 点 三　池５４ 点 八　女 ３９ 点 八女工総　　合 祐　誠 １０７ 点 明　善

明　善

    

佐藤　璃歩② 久留米 森　　彩乃② 久留米 岩根　愛奈①

誠　修 栁　　茉佑② 祐　誠 田中　和帆① 八　女
七種競技  2562  2368  2175  

三　潴 西尾　麻陽② 輝翔館 草場　優来② 祐　誠 山本　紅亜①

 31.01  28.97  27.93  27.22

加藤　里奈② 祐　誠 松永　桜子② 福　島 轟　美知留②

やり投  35.66  33.30  32.97  31.55

祐　誠 青木　未怜② 三　潴 笠　　琴美② 祐　誠

 13.16    

大石　真心② 八女工 西田　美穂② 祐　誠 草場　優来②

三　潴 田中　和帆① 八　女 臼井　未佑② 祐　誠
ﾊﾝﾏｰ投 GR 38.14  19.34  17.03  16.80

八女工 福森　優菜② 久留米筑水 永松　鈴乃① 八　女 轟　美知留②

 22.09  21.74  21.10  18.15

笠　　琴美② 祐　誠 吉田　悠羽② 祐　誠 大石　真心②

久留米筑水 加藤　里奈② 祐　誠 樋口　星奈① 誠　修
円盤投  28.73  28.04  26.88  24.64

誠　修 重光　陽愛① 朝　倉 松永　桜子② 福　島 福森　優菜②

 8.18  7.99  6.37  6.22

西田　美穂② 祐　誠 吉田　悠羽② 祐　誠 山本　紅亜①

伝習館 原賀　瑠菜① 誠　修
砲丸投  9.71  9.27  8.43  8.19

明　善 尾山　瑛帆① 明　善 古館　　悠① 伝習館 竹下　鈴菜①

 9.46 +2.8 (8.74 +1.5)  8.86 +1.5  8.74 +2.5 (8.34 +1.7)  

今泉　れん② 祐　誠 古賀　泉樹② 伝習館 辻　理理子②

三　井 青木　未怜② 三　潴 有馬　華月① 誠　修
三段跳  11.46 +3.5 (10.87 +1.7)  10.49 +2.0  10.26 +1.8  10.03 +1.6

八女工 平木くれあ② 朝　倉 古賀　泉樹② 伝習館 坂元ゆうり①

 4.95 +1.8  4.51 +1.7  4.40 +2.1 (4.21 +1.2)  4.37 +1.8

今泉　れん② 祐　誠 宮園　文菜① 三　池 富松　愛菜②

走幅跳  5.33 +2.7  5.19 +2.4 (4.90 +1.3)  5.17 +2.1 (4.89 +1.3)  5.10 +1.0

    

向井　友世② 三　井

西短大附 岩本　美憂① 久留米商 深川　瑠理① 三　潴
棒高跳  2.60    

八女工 安西　美皓② 福　島 武田　弘美① 三　潴 宮川　桜綺①

 1.35  ＝４位  1.30  1.25  1.25 

小西　侑里② 祐　誠 東　　美咲② 八女学院 鍋田　歩果①

進藤　咲花① 市岡　夢渚①
走高跳  1.45  1.40  1.40  ＝２位  1.35 

池田　美優① 宮園　文菜① 青木　未怜②

古館　　悠① 岡本きらら①

西田　　藍② 森田みさき① 中村　雪乃②

松崎　那菜① 坂本　綺星① 深川　瑠理①

三　潴 古賀　泉樹② 伝習館 中園由季乃① 八女学院

西田　捺希② 中村　杏香② 辻　理理子②

明　善 中富　結花② 八　女 江﨑菜々子② 三　池 中村美唯菜①

玉利　咲季② 本村　優衣②

龍　　実由② 祐　誠 角　　胡花② 誠　修 山田　佳奈①

星野　琴音② 坂井　愛梨① 轟　美知留②4x400mR 田中　　渚② 大橋　佳奈② 古賀　彩夏①

青木　未怜②

 4,02.98  4,10.89  4,11.03  4,14.40  4,19.11  4,30.27  4,32.31  4,39.54

橋本　　和② 松永　美麗② 内藤　亜紀①

深川　瑠理①

西田　　藍② 森田みさき① 田中　亜衣② 中村　雪乃②

深町　優空① 向井　友世② 玉利　咲季②

中村美唯菜① 三　潴

龍　　実由② 角　　胡花② 白川　晴愛② 辻　理理子②

星野　琴音② 八　女 宮﨑優衣奈② 三　井 古館　　悠① 伝習館

轟　美知留②

西田　捺希② 祐　誠 中村　杏香② 誠　修 富松　愛菜② 八女工 山田　佳奈① 明　善

池田　美優① 坂元ゆうり① 古賀　泉樹②

 56.79 (54.27)
4x100mR 田中　　渚② 森田　愛来② 江頭　千紘② 古賀　彩夏①

 49.02 (48.98)  50.36 (50.21)  50.95 (50.10)  51.25  51.53 (51.43)  53.76  55.30 (53.74)

  

太田　愛乃② 明　善

輝翔館 原田　萌叶① 久留米筑水

5000mW  26,12.48      

明　善 俵山紗和花② 福　島 濵﨑ななみ① 祐　誠 久保田琳香①

 1,19.29  1,19.61

江﨑菜々子② 三　池 中村　雪乃② 明　善 古賀　彩夏① 明　善 山田　佳奈①

久留米筑水 大坪　綾乃① 伝習館
400mH  1,05.98  1,08.35  1,09.92  1,11.10  1,11.82  1,12.09

福　島 古賀　彩夏① 明　善 辻　理理子② 明　善 原田　萌叶①

 17.35  18.46
風：+2.5 白石　　愛② 祐　誠 中村　雪乃② 明　善 立花　　咲② 祐　誠 俵山紗和花②

久留米
100mH  15.97  16.08 (16.87 +1.7)  16.92  17.20 (17.58 +1.7)  17.27  17.27

朝　倉 立本　一華① 久留米 柿本　美鈴② 福　島 中山　侑香①

 13,46.41  

酒井　梨帆② 八　女 河津　沙藍② 明　善 今村　小雪② 八　女 森山　歩美②

八　女 後藤　朱音② 三　池
3000m  10,51.81  10,56.82  11,15.11  12,22.89  12,43.41  13,03.97

三　池 吉川　采花② 明　善 河津　沙藍② 明　善 今村　小雪②

 5,06.98  5,16.35

酒井　梨帆② 八　女 只隈千夏子② 山　門 中富　結花② 八　女 坂本　綺星①

久留米高専 白山　　陽① 八女工
1500m  4,58.10  5,01.62  5,01.83  5,02.27  5,03.93  5,04.83

八　女 吉川　采花② 明　善 大橋　佳奈② 誠　修 藤井美咲姫①

 2,38.29 (2,37.20)  2,42.09 (2,34.04)

中富　結花② 八　女 只隈千夏子② 山　門 坂本　綺星① 三　池 松崎　那菜①

三　池 田中　亜衣② 八女工
800m  2,25.59  2,25.66  2,29.20  2,30.60  2,30.98  2,34.26 (2,33.68)

八　女 市岡　夢渚① 八女学院 森田みさき① 誠　修 江﨑菜々子②

 1,03.44 (1,01.62)  1,05.17 (1,03.25)

白川　晴愛② 八女工 西田　　藍② 祐　誠 角　　胡花② 誠　修 星野　琴音②

誠　修 星野　琴音② 八　女
400m  58.79  59.42  1,00.40  1,02.24 (1,02.14)  1,02.66  1,03.30

誠　修 角　　胡花② 誠　修 中村美唯菜① 三　潴 森田　愛来②

 27.13  27.19 [27.15 +0.5]
風：+1.6 龍　　実由② 祐　誠 西田　　藍② 祐　誠 白川　晴愛② 八女工 中村　杏香②

大牟田 竹元　美陽① 祐　誠
200m  25.81  25.97  26.01  26.47  26.73  26.75

祐　誠 田島　優月① 柳　川 中村美唯菜① 三　潴 野田　唯藍①

 13.15  13.25 [13.18 +1.1]
風：+1.9 龍　　実由② 祐　誠 中村　杏香② 誠　修 富松　愛菜② 八女工 田中　　渚②

所　　属 氏　名（学年） 所　　属

100m GR 12.30 GR 12.45  12.56  12.64  12.65  12.86

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

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）

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 久留米総合スポーツセンター県立陸上競技場



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

２０２１年９月４日(土)・９月５日(日) 会 場 久留米総合スポーツセンター県立陸上競技場陸上競技場

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 武内　風馬② 福　島 4,436 11.77 +2.5 697 5.60 +1.4 502 8.97 424 54.41 623 2246 17.12 +1.3 612 38.92 426 1.65 504 4,45.16 648 2190

２ 綿貫　詠真② 祐　誠 4,257 11.42 +2.5 769 5.93 +2.0 571 8.00 366 54.27 628 2334 18.13 +1.3 512 34.57 364 1.60 464 4,56.07 583 1923

３ 角　　孝誠① 大牟田 3,725 11.84 +2.5 683 5.29 +2.1 439 6.74 292 54.62 614 2028 18.66 +1.3 463 30.14 301 1.40 317 4,50.36 616 1697

４ 片岡　賢吉① 朝　倉 3,259 12.72 +2.5 516 5.29 +1.9 439 9.91 480 59.89 417 1852 22.49 +1.3 179 30.25 303 1.35 283 4,46.12 642 1407

５

６

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 蓮尾　稔郎

跳躍 矢野　純

投擲 安徳　浩平

審 判 長 混成 土屋　勝則

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

２０２１年９月４日(土)・９月５日(日) 会 場 久留米総合スポーツセンター県立 陸上競技場

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 佐藤　璃歩② 久留米 2,562 20.09 +2.0 295 1.20 312 6.69 315 31.25 +2.3 398 1320 4.20 +2.6 355 27.23 424 2,50.09 463 1242

２ 森　　彩乃② 久留米 2,368 18.79 +2.0 410 1.20 312 5.32 228 31.70 +2.3 370 1320 3.86 +2.4 276 22.24 331 2,52.24 441 1048

３ 岩根　愛奈① 明　善 2,175 20.14 +2.0 291 1.15 266 4.96 206 30.09 +2.3 476 1239 3.64 +2.2 229 17.23 238 2,49.47 469 936

４

５

６

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 蓮尾　稔郎

ﾌｨｰﾙﾄﾞ 矢野　純

混成 安徳　浩平

審 判 長 土屋　勝則

七種競 技得 点表



Fukuoka High School 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
09/04 男子 1 1 松本　海星②  11.51 2 栗原　将人①  11.54 3 中園　夕惺①  12.02 4 淺川　晴斗①  12.11

100m 予選 +1.3 　誠　修 　八女工 　祐　誠 　八　女
5 齋藤　幹斗②  16.46 宮﨑　　歩① 欠場 野田　航平① 欠場 佐野　　圭② 欠場

　八女学院 　浮羽工 　輝翔館 　久留米附設
2 1 川口　　諒②  11.51 2 赤池　　空①  11.73 3 渡邉　快斗①  11.74 4 田島　暖斗①  11.97

+2.0 　福　島 　大牟田 　誠　修 　八女工
5 権藤　秀岳②  13.17 小林　洸太① 欠場 小野　慧大② 欠場 谷川　雅哉② 欠場

　久留米商 　久留米 　久留米附設 　浮羽工
3 1 興膳　雅大②  11.13 2 緒方　良介①  11.40 3 山本　昂輝②  11.44 4 下川吉平太①  11.65

+3.7 　朝　倉 　祐　誠 　朝倉東 　八女学院
5 本多　洋翔②  12.54 6 德永　伸一①  12.94 7 堀江　啓太②  12.94 8 竹川　拓実①  13.01

　久留米筑水 　三　潴 　浮羽究真館 　ありあけ新世
4 1 吉松　裕二②  11.28 2 白津　佑真①  11.53 3 藤吉孝太朗②  11.61 4 中島　脩吾①  11.80

+2.2 　浮羽工 　朝　倉 　明　善 　八　女
5 與田　絢太①  12.17 6 古賀　　淳①  14.12 野間　　匠① 欠場 宮本真之介② 欠場

　八女学院 　久留米商 　小　郡 　久留米附設
5 1 國武　幸生②  11.27 2 近藤　千策①  11.46 3 西木　彬真②  11.87 4 安森　十輝①  12.13

+2.5 　福　島 　大牟田 　八　女 　明　善
5 松延　柊哉①  12.21 6 原槇　蒼真①  12.99 小島　大輝② 欠場

　伝習館 　三　潴 　祐　誠
6 1 吉武　由樹①  11.54 2 野原　翔吾①  11.62 3 木村　颯太①  11.74 4 原田　凱叶②  11.89

+0.9 　八女工 　大牟田 　誠　修 　浮羽究真館
5 富安　孔祐②  12.42 6 岩﨑　柊太①  12.68 吉屋　瑠斗① 欠場

　久留米高専 　朝倉東 　小　郡
7 1 棚町　建太①  11.69 2 中村　豊心①  11.78 3 山邉　仁志②  11.95 4 山田　琉誠②  12.13

+1.7 　朝　倉 　三池工 　朝倉東 　南　筑
5 足立　　渚①  13.26 6 大久保陽尋①  13.56 7 角　　彩斗①  15.22 松本　青海② 欠場

　輝翔館 　久留米高専 　久留米商 　小　郡
09/04 男子 1 1 棚町　建太①  10.96 2 吉松　裕二②  11.13 3 野原　翔吾①  11.57 4 吉武　由樹①  11.58

100m 準決勝 +3.0 　朝　倉 　浮羽工 　大牟田 　八女工
5 中村　豊心①  11.59 6 原田　凱叶②  11.73 7 木村　颯太①  11.78 西木　彬真② 欠場

　三池工 　浮羽究真館 　誠　修 　八　女
2 1 興膳　雅大②  11.12 2 川口　　諒②  11.28 3 緒方　良介①  11.46 4 栗原　将人①  11.49

+3.4 　朝　倉 　福　島 　祐　誠 　八女工
5 中島　脩吾①  11.67 6 渡邉　快斗①  11.69 7 赤池　　空①  11.73 8 山邉　仁志②  11.88

　八　女 　誠　修 　大牟田 　朝倉東
3 1 國武　幸生②  11.19 2 松本　海星②  11.33 3 山本　昂輝②  11.36 4 近藤　千策①  11.41

+2.4 　福　島 　誠　修 　朝倉東 　大牟田
5 白津　佑真①  11.42 6 中園　夕惺①  12.01 下川吉平太① 欠場 藤吉孝太朗② 失格

　朝　倉 　祐　誠 　八女学院 　明　善
09/04 男子 1 1 棚町　建太①  10.98 2 川口　　諒②  11.13 3 國武　幸生②  11.17 4 吉松　裕二②  11.18

100m 決勝 +2.5 　朝　倉 　福　島 　福　島 　浮羽工
5 興膳　雅大②  11.22 6 松本　海星②  11.31 7 近藤　千策①  11.41 8 山本　昂輝②  11.42

　朝　倉 　誠　修 　大牟田 　朝倉東
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Fukuoka High School 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
09/05 男子 1 1 立花　典汰②  23.19 2 松本　海星②  23.81 3 寺田　智哉②  23.82 4 山邉　仁志②  24.76

200m 予選 +1.3 　祐　誠 　誠　修 　八女工 　朝倉東
5 山田　琉誠②  25.04 6 久保　一葉②  25.23 7 宮崎　敬大①  25.30 8 足立　　渚①  26.60

　南　筑 　八　女 　三池工 　輝翔館
2 1 棚町　建太①  23.57 2 中村　豊心①  23.79 3 藤原　昌槻②  24.26 4 中島　脩吾①  24.29

+1.8 　朝　倉 　三池工 　輝翔館 　八　女
5 安森　十輝①  24.93 6 東　　了伍①  25.66 7 永石　大翔②  26.71 8 竹川　拓実①  27.22

　明　善 　祐　誠 　朝倉東 　ありあけ新世
3 1 冨田　大梧②  23.46 2 林田　光貴②  23.49 3 白津　佑真①  23.62 4 柴尾健巳朗①  23.70

+1.7 　大牟田 　輝翔館 　朝　倉 　祐　誠
5 ｼﾞｪﾝｷﾝｽﾞ海①  24.18 6 田島　暖斗①  24.51 7 富安　孔祐②  26.01 8 堀江　啓太②  27.35

　伝習館 　八女工 　久留米高専 　浮羽究真館
4 1 國武　幸生②  23.56 2 土本　凱誠①  23.61 3 松村　達也②  23.65 4 原田　凱叶②  24.30

+1.9 　福　島 　大牟田 　誠　修 　浮羽究真館
5 德永　伸一①  26.81 6 髙倉　幹太①  27.16 小野　慧大② 欠場 野間　　匠① 欠場

　三　潴 　三　井 　久留米附設 　小　郡
5 1 川口　　類②  23.47 2 吉松　裕二②  23.76 3 山口　裕介②  23.93 4 與田　絢太①  24.79

+2.9 　八　女 　浮羽工 　伝習館 　八女学院
5 田辺　龍平②  25.25 福井　悠平② 欠場 藤吉孝太朗② 欠場 小金丸慶矢② 欠場

　朝倉東 　久留米附設 　明　善 　久留米
6 1 吉田　結大②  24.00 2 川口　　諒②  24.17 3 松延　柊哉①  24.60 4 篠原　宏斗①  25.97

+2.0 　誠　修 　福　島 　伝習館 　朝　倉
佐野　　圭② 欠場 田中　翔大② 欠場 齋藤　幹斗② 欠場
　久留米附設 　浮羽工 　八女学院

7 1 栗原　将人①  23.50 2 野原　翔吾①  23.72 3 阿志賀聖矢②  23.88 4 伊藤　悠哉①  25.42
+2.7 　八女工 　大牟田 　三　池 　三　潴

谷川　雅哉② 欠場 松本　青海② 欠場 内田　康隆① 欠場
　浮羽工 　小　郡 　八女学院

09/05 男子 1 1 棚町　建太①  22.62 2 立花　典汰②  22.83 3 吉田　結大②  23.00 4 阿志賀聖矢②  23.81
200m 準決勝 +1.5 　朝　倉 　祐　誠 　誠　修 　三　池

5 野原　翔吾①  23.83 6 寺田　智哉②  23.95 7 山口　裕介②  24.13 8 藤原　昌槻②  24.45
　大牟田 　八女工 　伝習館 　輝翔館

2 1 冨田　大梧②  23.27 2 吉松　裕二②  23.31 3 川口　　諒②  23.37 4 林田　光貴②  23.40
+0.8 　大牟田 　浮羽工 　福　島 　輝翔館

5 栗原　将人①  24.07 6 松本　海星②  24.12 7 中島　脩吾①  24.22 8 ｼﾞｪﾝｷﾝｽﾞ海①  24.27
　八女工 　誠　修 　八　女 　伝習館

3 1 川口　　類②  22.94 2 松村　達也②  23.35 3 中村　豊心①  23.45 4 白津　佑真①  23.57
+1.5 　八　女 　誠　修 　三池工 　朝　倉

5 柴尾健巳朗①  23.60 6 土本　凱誠①  23.61 7 國武　幸生②  23.95 8 松延　柊哉①  24.55
　祐　誠 　大牟田 　福　島 　伝習館

09/05 男子 1 1 棚町　建太①  22.48 2 立花　典汰②  22.55 3 川口　　類②  22.86 4 吉田　結大②  23.18
200m 決勝 +2.4 　朝　倉 　祐　誠 　八　女 　誠　修

5 冨田　大梧②  23.24 6 松村　達也②  23.37 7 吉松　裕二②  23.37 8 川口　　諒②  23.38
　大牟田 　誠　修 　浮羽工 　福　島
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09/04 男子 1 1 窪田　純平①  52.23 2 寺田　智哉②  52.86 3 青木　拓真②  53.20 4 山口　裕介②  55.38

400m 予選 　八　女 　八女工 　朝　倉 　伝習館
5 東　　了伍①  58.01 6 石田　愛粋①  58.33 7 堀田　祐真①  1,01.45

　祐　誠 　三　井 　久留米
2 1 下川　明裕②  52.26 2 松村　達也②  54.06 3 林田　光貴②  54.54 4 荒巻　晴人①  56.33

　大牟田 　誠　修 　輝翔館 　八女工
5 田邊　涼都①  58.55 6 内田　篤郎②  1,03.30 7 井手　恭平①  1,07.69

　久留米 　八　女 　朝倉東
3 1 冨田　大梧②  52.61 2 柴尾健巳朗①  53.10 3 藤原　昌槻②  53.76 4 松永　悠真①  53.90

　大牟田 　祐　誠 　輝翔館 　誠　修
5 阿志賀聖矢②  54.32 6 橋本　拓海①  1,04.95 野口　真志② 欠場

　三　池 　朝倉東 　八女学院
4 1 立花　典汰②  51.88 2 川口　　類②  52.05 3 古賀　晴樹②  54.20 4 合戸　陽輝①  56.32

　祐　誠 　八　女 　大牟田 　朝　倉
5 稗田　琉偉②  57.78 6 宮﨑　　亮①  1,01.03 7 田中　慶蔵①  1,01.28

　三　井 　朝倉東 　山　門
5 1 吉田　結大②  52.47 2 定村　航希②  52.63 3 ｼﾞｪﾝｷﾝｽﾞ海①  54.45 4 城戸　竣太①  55.68

　誠　修 　朝　倉 　伝習館 　八女学院
5 平島　琉慎①  58.65 田中　翔大② 欠場

　輝翔館 　浮羽工
09/04 男子 1 1 立花　典汰②  51.07 2 冨田　大梧②  51.66 3 下川　明裕②  52.30 4 窪田　純平①  52.58

400m 決勝 　祐　誠 　大牟田 　大牟田 　八　女
5 川口　　類②  53.00 6 定村　航希②  53.35 7 吉田　結大②  53.45 8 寺田　智哉②  53.68

　八　女 　朝　倉 　誠　修 　八女工
09/05 男子 1 1 原田　崇太②  2,06.55 2 野村耶真人①  2,07.97 3 宮嵜裕一朗②  2,17.40 4 平島　遼河②  2,18.31

800m 予選 　山　門 　朝　倉 　久留米 　祐　誠
5 床嶋　大和②  2,29.31 青木　龍翔② 欠場 市川直太朗① 欠場

　朝倉東 　大牟田 　久留米附設
2 1 倉野　祐典①  2,04.28 2 青木　拓真②  2,04.56 3 西木　維吹②  2,06.90 4 城戸　竣太①  2,14.96

　大牟田 　朝　倉 　祐　誠 　八女学院
5 越智　剛志②  2,22.34 6 永田　祐樹②  2,31.38 宮﨑　亮汰② 欠場

　誠　修 　三　潴 　久留米
3 1 下川　一翔②  2,16.20 2 髙木　悠斗②  2,27.29 3 髙口　雄史①  2,37.06 田中　　颯② 欠場

　八女学院 　誠　修 　祐　誠 　小　郡
牟田　直哉② 欠場 山下　心正② 欠場 垣添　純盛② 欠場
　久留米附設 　大牟田 　三　井

4 1 松浦　衣吹①  2,12.28 2 彌永　紘樹②  2,14.00 3 永松　優輝②  2,15.72 4 東　　真宏①  2,18.08
　伝習館 　明　善 　八女工 　朝　倉

5 田中　陸翔②  2,20.31 6 宮﨑　　亮①  2,24.31 林　　瑛太① 欠場 井上　怜音② 欠場
　福　島 　朝倉東 　小　郡 　浮羽工

5 1 堤　　　麟②  2,03.57 2 中島　愁麻②  2,04.32 3 安武　　翼①  2,12.77 4 小野　琉唯②  2,16.03
　伝習館 　八女工 　三池工 　久留米

5 平島　琉慎①  2,19.99 6 堤　　勇斗①  2,25.96 7 橋本　拓海①  2,38.93 原　　悠大② 欠場
　輝翔館 　誠　修 　朝倉東 　小　郡

09/05 男子 1 1 堤　　　麟②  2,02.98 2 倉野　祐典①  2,03.71 3 原田　崇太②  2,03.91 4 下川　一翔②  2,04.29
800m 決勝 　伝習館 　大牟田 　山　門 　八女学院

5 青木　拓真②  2,04.46 6 松浦　衣吹①  2,04.68 7 中島　愁麻②  2,05.64 8 西木　維吹②  2,08.13
　朝　倉 　伝習館 　八女工 　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
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09/04 男子 1 1 谷本昂士郎①  4,17.46 2 中村　優太①  4,19.39 3 中島　愁麻②  4,20.52 4 松浦　衣吹①  4,21.19

1500m 予選 　大牟田 　明　善 　八女工 　伝習館
5 原田　崇太②  4,21.64 6 大塚　貴弥①  4,36.73 7 下川　一翔②  4,37.13 8 西木戸奏多①  4,50.25

　山　門 　三　池 　八女学院 　祐　誠
9 野田　陽輝①  5,06.10 10 永田　祐樹②  5,15.72 林　　瑛太① 欠場 梅原　　優② 欠場

　久留米 　三　潴 　小　郡 　久留米附設
越智　剛志② 欠場
　誠　修

2 1 和田隆之介②  4,40.33 2 彌永　紘樹②  4,40.57 3 永松　優輝②  4,40.76 4 徳永　拓未①  4,40.92
　朝　倉 　明　善 　八女工 　三　池

5 馬場　桜太①  4,40.94 6 和田　修誠②  4,52.05 7 合原慧一郎①  4,54.51 8 田中　陸翔②  4,54.96
　三池工 　朝　倉 　祐　誠 　福　島

9 床嶋　大和②  5,23.40 青木　龍翔② 欠場 木村　楓斗② 欠場 木室　舜一② 欠場
　朝倉東 　大牟田 　小　郡 　久留米附設
堤　　勇斗① 欠場 橋本　朋弥① 欠場
　誠　修 　久留米

3 1 花本　史龍②  4,25.56 2 寺島　竜晴②  4,27.59 3 堤　　　麟②  4,27.63 4 小宮　康永②  4,27.86
　大牟田 　三　潴 　伝習館 　三　池

5 山田　大夢①  4,28.01 6 太田　一翔②  4,29.20 7 菓子野　晴②  4,30.52 8 安武　　翼①  4,34.51
　明　善 　朝　倉 　八女工 　三池工

9 西村　拓真①  4,39.00 小野　琉唯② 欠場 磯邉　僚太② 欠場 佐々木右盛① 欠場
　祐　誠 　久留米 　小　郡 　久留米附設
井上　怜音② 欠場
　浮羽工

09/04 男子 1 1 谷本昂士郎①  3,58.40 2 花本　史龍②  4,13.58 3 中村　優太①  4,18.99 4 堤　　　麟②  4,20.33
1500m 決勝 　大牟田 　大牟田 　明　善 　伝習館

5 中島　愁麻②  4,20.53 6 小宮　康永②  4,20.55 7 松浦　衣吹①  4,34.55 8 和田隆之介②  4,37.31
　八女工 　三　池 　伝習館 　朝　倉

9 彌永　紘樹②  4,39.27 10 永松　優輝②  5,01.94 寺島　竜晴② 欠場 原田　崇太② 途中棄権
　明　善 　八女工 　三　潴 　山　門

09/05 男子 1 1 谷本昂士郎①  14,52.95 2 花本　史龍②  15,01.31 3 石橋　侑大②  15,45.46 4 中村　優太①  16,04.97
5000m 決勝 　大牟田 　大牟田 　大牟田 　明　善

5 小宮　康永②  16,36.03 6 山田　大夢①  17,07.78 7 徳永　拓未①  17,20.49 8 西村　拓真①  17,32.45
　三　池 　明　善 　三　池 　祐　誠

9 和田隆之介②  18,07.54 10 伊藤　碧海②  19,07.92 11 坂本　直哉②  19,42.76 12 古賀　大智②  21,06.14
　朝　倉 　朝　倉 　朝　倉 　祐　誠
木村　楓斗② 欠場 上野　稜矢② 欠場 外山　晶大① 欠場 江田　凌輔② 欠場
　小　郡 　小　郡 　久留米附設 　久留米
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09/04 男子 1 1 岩﨑　翔平①  15.48 2 佐田　悠介①  16.34 3 松尾　匠真②  16.58 4 下川吉平太①  16.59

110mH 決勝 +2.1 　輝翔館 　三　潴 　誠　修 　八女学院
5 宮崎　敬大①  17.42 6 吉山　大陽①  18.18 7 江頭　潤太①  18.62 貞苅　恵起② 欠場

　三池工 　三　潴 　祐　誠 　福　島
09/05 男子 1 1 岩﨑　翔平①  59.26 2 赤池　　空①  59.45 3 佐田　悠介①  1,02.21 4 窪田　純平①  1,02.72

400mH 予選 　輝翔館 　大牟田 　三　潴 　八　女
5 江頭　潤太①  1,07.65 安田　崇悟② 欠場 貞苅　恵起② 欠場

　祐　誠 　朝　倉 　福　島
2 1 下川　明裕②  1,00.34 2 松尾　匠真②  1,03.11 3 塚本　渉夢②  1,05.35 4 田中　慶蔵①  1,11.03

　大牟田 　誠　修 　久留米 　山　門
5 松本　　豊①  1,12.31 井口　裕章② 欠場 清水　　嵩② 欠場 内田　篤郎② 欠場

　朝　倉 　大牟田 　小　郡 　八　女
09/05 男子 1 1 岩﨑　翔平①  56.97 2 下川　明裕②  57.41 3 赤池　　空①  59.55 4 佐田　悠介①  1,02.32

400mH 決勝 　輝翔館 　大牟田 　大牟田 　三　潴
5 塚本　渉夢②  1,02.74 6 松尾　匠真②  1,04.35 窪田　純平① 欠場 江頭　潤太① 欠場

　久留米 　誠　修 　八　女 　祐　誠
09/05 男子 1 1 加藤　元晴②  9,21.55 2 山本　凌聖②  10,00.87 3 山上　勇希①  10,08.50 4 寺島　竜晴②  10,42.62

3000mSC 決勝 　大牟田 　大牟田 　大牟田 　三　潴
5 大塚　貴弥①  10,46.79 6 前田　琉亜①  11,05.89 7 菓子野　晴②  11,12.45 8 馬場　桜太①  11,29.30

　三　池 　八女工 　八女工 　三池工
9 和田　倖明①  11,45.87 10 平田　悠真②  11,57.29 合原慧一郎① 欠場 西木戸奏多① 欠場

　朝　倉 　朝　倉 　祐　誠 　祐　誠
09/04 男子 1 1 奥　　宗也②  22,37.16 2 安田夢咲士②  22,46.05 竹下　　輝② 欠場

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
09/04 男子 1 1 祐　誠  44.19 2 八女工  44.73 3 輝翔館  44.88 4 三　潴  46.12

4x100mR 予選  立花　典汰②  田島　暖斗①  林田　光貴②  竹下　　蕉②
 緒方　良介①  栗原　将人①  岩﨑　翔平①  栗原隆乃介①
 小島　大輝②  吉武　由樹①  藤原　昌槻②  今村　勇喜①
 綿貫　詠真②  寺田　智哉②  野田　航平①  吉山　大陽①
浮羽工 欠場 小　郡 欠場 朝　倉 途中棄権 八女学院 失格
 田中　翔大②  清水　　嵩②  白津　佑真①  城戸　竣太①
 谷川　雅哉②  田村　颯也②  棚町　建太①  下川吉平太①
 吉松　裕二②  松本　青海②  篠原　宏斗①  與田　絢太①
 白水　太寿②  吉屋　瑠斗①  興膳　雅大②  下川　一翔②

2 1 福　島  43.99 2 誠　修  44.03 3 大牟田  44.27 4 八　女  45.05
 武内　風馬②  松本　海星②  野原　翔吾①  窪田　純平①
 川口　　諒②  吉田　結大②  近藤　千策①  中島　脩吾①
 貞苅　恵起②  松村　達也②  下川　明裕②  淺川　晴斗①
 國武　幸生②  渡邉　快斗①  冨田　大梧②  川口　　類②

5 伝習館  45.46 6 三　井  47.82 朝倉東 途中棄権 久留米大附設 欠場
 城後　雄亮②  弥永　　翼①  永石　大翔②  小野　慧大②
 山口　裕介②  稗田　琉偉②  山本　昂輝②  宮本真之介②
 松延　柊哉①  石田　愛粋①  田辺　龍平②  福井　悠平②
 ｼﾞｪﾝｷﾝｽﾞ海①  月俣　春風①  山邉　仁志②  佐野　　圭②

09/05 男子 1 1 誠　修  43.91 2 大牟田  44.13 3 祐　誠  44.30 4 福　島  44.45
4x100mR 決勝  松本　海星②  野原　翔吾①  立花　典汰②  武内　風馬②

 吉田　結大②  近藤　千策①  緒方　良介①  川口　　諒②
 松村　達也②  下川　明裕②  小島　大輝②  貞苅　恵起②
 渡邉　快斗①  冨田　大梧②  綿貫　詠真②  國武　幸生②

5 八女工  44.79 6 八　女  44.91 7 輝翔館  45.02 伝習館 失格
 田島　暖斗①  窪田　純平①  林田　光貴②  城後　雄亮②
 栗原　将人①  中島　脩吾①  岩﨑　翔平①  山口　裕介②
 吉武　由樹①  淺川　晴斗①  藤原　昌槻②  松延　柊哉①
 寺田　智哉②  川口　　類②  野田　航平①  ｼﾞｪﾝｷﾝｽﾞ海①
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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
09/04 男子 1 1 大牟田  3,31.66 2 八女工  3,33.87 3 輝翔館  3,33.92 4 誠　修  3,35.72

4x400mR 予選  古賀　晴樹②  栗原　将人①  岩﨑　翔平①  越智　剛志②
 冨田　大梧②  吉武　由樹①  林田　光貴②  吉田　結大②
 赤池　　空①  荒巻　晴人①  藤原　昌槻②  松尾　匠真②
 下川　明裕②  寺田　智哉②  野田　航平①  松永　悠真①

5 福　島  3,51.66 小　郡 欠場 三　井 欠場
 國武　幸生②  清水　　嵩②  楢﨑　大悟②
 田中　陸翔②  松本　青海②  稗田　琉偉②
 川口　　諒②  原　　悠大②  垣添　純盛②
 松永　侑士②  林　　瑛太①  石田　愛粋①

2 1 祐　誠  3,31.37 2 八　女  3,32.35 3 朝　倉  3,34.51 4 伝習館  3,37.10
 柴尾健巳朗①  西木　彬真②  青木　拓真②  ｼﾞｪﾝｷﾝｽﾞ海①
 綿貫　詠真②  窪田　純平①  太田　一翔②  堤　　　麟②
 緒方　良介①  川口　　類②  野村耶真人①  松浦　衣吹①
 立花　典汰②  中島　脩吾①  定村　航希②  山口　裕介②

5 三　潴  3,37.95 明　善 欠場 八女学院 欠場
 竹下　　蕉②  藤吉孝太朗②  下川　一翔②
 栗原隆乃介①  安森　十輝①  齋藤　幹斗②
 寺島　竜晴②  彌永　紘樹②  下川吉平太①
 佐田　悠介①  中村　優太①  城戸　竣太①

09/05 男子 1 1 大牟田  3,27.77 2 八　女  3,29.66 3 八女工  3,31.12 4 朝　倉  3,31.81
4x400mR 決勝  土本　凱誠①  西木　彬真②  栗原　将人①  青木　拓真②

 冨田　大梧②  窪田　純平①  吉武　由樹①  太田　一翔②
 古賀　晴樹②  川口　　類②  荒巻　晴人①  興膳　雅大②
 下川　明裕②  中島　脩吾①  寺田　智哉②  定村　航希②

5 誠　修  3,32.35 6 輝翔館  3,36.24 7 伝習館  3,37.41 祐　誠 欠場
 松永　悠真①  藤原　昌槻②  城後　雄亮②  柴尾健巳朗①
 吉田　結大②  林田　光貴②  堤　　　麟②  綿貫　詠真②
 越智　剛志②  岩﨑　翔平①  ｼﾞｪﾝｷﾝｽﾞ海①  緒方　良介①
 松村　達也②  野田　航平①  山口　裕介②  立花　典汰②

09/04 男子 1 1 栗原隆乃介①  1.90 2 吉山　大陽①  1.80 3 丸林　士道①  1.55 4 増永　藍斗①  1.55
走高跳 決勝 　三　潴 　三　潴 　八女工 　八　女

5 加藤　孔哉②  1.40 村田　燎哉② 欠場
　朝倉東 　小　郡

09/04 男子 1 1 月俣　春風①  3.20
棒高跳 決勝 　三　井

09/04 男子 1 1 興膳　雅大②  6.65 2 水野　瑛太②  6.51 3 北島　正裕②  6.47 4 小島　大輝②  6.38
走幅跳 決勝 　朝　倉 +3.6 　三池工 +3.6 　山　門 +2.2 　祐　誠 +2.9

5 木下　拓道①  6.16 6 田辺　龍平②  6.13 7 城後　雄亮②  6.08 8 生田秦之亮①  6.06
　明　善 +4.6 　朝倉東 +2.2 　伝習館 +2.3 　祐　誠 +3.6

9 土本　凱誠①  5.98 10 伊藤　悠哉①  5.86 11 今村　勇喜①  5.73 12 古賀　勇臣①  5.70
　大牟田 +2.6 　三　潴 +4.5 　三　潴 +2.9 　大牟田 +1.8

13 永石　大翔②  5.56 14 木村　青空①  5.53 15 久保　一葉②  5.36 16 川島　　遼①  5.22
　朝倉東 +2.7 　誠　修 +3.9 　八　女 +3.0 　八女工 +1.8

17 佐々木　奏①  4.97 18 原槇　蒼真①  4.96 19 深町　理央①  4.89 山川　　等① 欠場
　久留米 +1.8 　三　潴 +2.3 　朝倉東 +2.1 　浮羽工
牛島　叶運① 欠場 白水　太寿② 欠場 勝間田龍之介② 欠場 藤吉　風雅① 欠場
　八女学院 　浮羽工 　浮羽工 　三　井
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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
09/05 男子 1 1 北島　正裕②  13.61 2 水野　瑛太②  13.23 3 栗原隆乃介①  12.95 4 城後　雄亮②  12.38

三段跳 決勝 　山　門 +1.4 　三池工 +2.1 　三　潴 +1.7 　伝習館 +1.9
5 木下　拓道①  12.37 6 古賀　勇臣①  12.15 7 権藤　健志①  11.48 8 丸林　士道①  11.37

　明　善 +2.1 　大牟田 +2.2 　三　井 +1.3 　八女工 +1.3
9 川島　　遼①  10.66 10 今村　勇喜①  10.14

　八女工 +2.4 　三　潴 +1.3
09/04 男子 1 1 落田　大晴②  11.43 2 池田龍ノ介①  11.38 3 山内　雅也②  11.03 4 釜堀　将伍②  10.74

砲丸投 決勝 　祐　誠 　八　女 　久留米高専 　朝　倉
5 下川　陽成①  10.57 6 片岡　賢吉①  10.32 7 小宮　圭翔①  10.14 8 森田　匡俊②  8.93

　八女工 　朝　倉 　伝習館 　輝翔館
9 末崎　恵聖①  8.59 10 松永　侑士②  8.35 10 弥永　　翼①  8.35 12 金川　康輝②  7.94

　八　女 　福　島 　三　井 　福　島
13 井波　蓮信①  7.52 勝間田龍之介② 欠場

　輝翔館 　浮羽工
09/05 男子 1 1 池田龍ノ介①  33.53 2 山内　雅也②  31.07 3 下川　陽成①  30.15 4 末崎　恵聖①  27.54

円盤投 決勝 　八　女 　久留米高専 　八女工 　八　女
5 釜堀　将伍②  26.27 6 荊尾　龍士①  23.18 7 馬場　悠雅①  22.88 8 森山　優大①  20.74

　朝　倉 　輝翔館 　八女学院 　八女学院
9 鳥取　柚弥①  17.69 10 荒木　奎樹①  17.53 11 小宮　圭翔①  17.11

　八女学院 　八　女 　伝習館
09/04 男子 1 1 森田　匡俊②  42.85 2 落田　大晴②  37.35 3 井波　蓮信①  32.39 4 荊尾　龍士①  22.48

ﾊﾝﾏｰ投 決勝 　輝翔館 　祐　誠 　輝翔館 　輝翔館
5 竹下　　蕉②  15.04 6 大塚　志月①  14.95

　三　潴 　三　潴
09/05 男子 1 1 大坪　歩夢②  54.40 2 竹下　　蕉②  53.74 3 大塚　志月①  48.49 4 金川　康輝②  42.25

やり投 決勝 　八女学院 　三　潴 　三　潴 　福　島
5 弥永　　翼①  40.46 6 松藤　悠生②  39.58 7 松永　侑士②  38.02 8 坂田　伊吹①  36.93

　三　井 　輝翔館 　福　島 　八女学院
9 髙口　　陽①  30.67 10 荒木　奎樹①  29.23

　八女学院 　八　女
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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
09/04 男子 1 1 綿貫　詠真②  11.42 2 武内　風馬②  11.77 3 角　　孝誠①  11.84 4 片岡　賢吉①  12.72

八種100m 決勝 +2.5 　祐　誠 (769) 　福　島 (697) 　大牟田 (683) 　朝　倉 (516)
田村　颯也② 欠場
　小　郡

09/04 男子 1 1 綿貫　詠真②  54.27 2 武内　風馬②  54.41 3 角　　孝誠①  54.62 4 片岡　賢吉①  59.89
八種400m 決勝 　祐　誠 (628) 　福　島 (623) 　大牟田 (614) 　朝　倉 (417)

田村　颯也② 欠場
　小　郡

09/05 男子 1 1 武内　風馬②  4,45.16 2 片岡　賢吉①  4,46.12 3 角　　孝誠①  4,50.36 4 綿貫　詠真②  4,56.07
八種1500m 決勝 　福　島 (648) 　朝　倉 (642) 　大牟田 (616) 　祐　誠 (583)

09/05 男子 1 1 武内　風馬②  17.12 2 綿貫　詠真②  18.13 3 角　　孝誠①  18.66 4 片岡　賢吉①  22.49
八種110mH 決勝 +1.3 　福　島 (612) 　祐　誠 (512) 　大牟田 (463) 　朝　倉 (179)

田村　颯也② 欠場
　小　郡

09/05 男子 1 1 武内　風馬②  1.65 2 綿貫　詠真②  1.60 3 角　　孝誠①  1.40 4 片岡　賢吉①  1.35
八種走高跳 決勝 　福　島 (504) 　祐　誠 (464) 　大牟田 (317) 　朝　倉 (283)

田村　颯也②
　小　郡

09/04 男子 1 1 綿貫　詠真②  5.93 2 武内　風馬②  5.60 3 角　　孝誠①  5.29 4 片岡　賢吉①  5.29
八種走幅跳 決勝 　祐　誠 +2.0(571) 　福　島 +1.4(502) 　大牟田 +2.1(439) 　朝　倉 +1.9(439)

田村　颯也② 欠場
　小　郡

09/04 男子 1 1 片岡　賢吉①  9.91 2 武内　風馬②  8.97 3 綿貫　詠真②  8.00 4 角　　孝誠①  6.74
八種砲丸投 決勝 　朝　倉 (480) 　福　島 (424) 　祐　誠 (366) 　大牟田 (292)

田村　颯也② 欠場
　小　郡

09/05 男子 1 1 武内　風馬②  38.92 2 綿貫　詠真②  34.57 3 片岡　賢吉①  30.25 4 角　　孝誠①  30.14
八種やり投 決勝 　福　島 (426) 　祐　誠 (364) 　朝　倉 (303) 　大牟田 (301)

田村　颯也② 欠場
　小　郡

09/05 男子 1 1 武内　風馬②  4436 2 綿貫　詠真②  4257 3 角　　孝誠①  3725 4 片岡　賢吉①  3259
八種競技 決勝 　福　島 　祐　誠 　大牟田 　朝　倉

田村　颯也② 欠場
　小　郡
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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
09/04 女子 1 1 田中　　渚②  12.74 2 和田　心遥①  13.46 3 坂寺　　渚②  13.91 4 大坪　綾乃①  14.50

100m 予選 +1.3 　祐　誠 　朝倉東 　ありあけ新世 　伝習館
5 吉野　百花①  15.30 6 馬場　亜美①  15.61 森田　愛来② 失格 古俣　実夢② 欠場

　久留米 　福　島 　誠　修 　久留米商
2 1 中村　杏香②  12.56 2 富松　愛菜②  12.59 3 池田　美優①  13.23 4 玉利　咲季②  13.61

+3.7 　誠　修 　八女工 　八　女 　伝習館
5 平本　　彩①  14.49 6 登田　唯南①  14.72 宮川　桜綺① 欠場 大籠万里奈① 欠場

　朝倉東 　久留米商 　西短大附 　南　筑
3 1 田島　優月①  12.83 2 中村美唯菜①  12.86 3 井樋　紀香①  13.42 4 宮原　友里②  13.79

+1.5 　柳　川 　三　潴 　福　島 　ありあけ新世
5 橋本　　和②  13.81 6 原田菜乃香①  14.02 7 佐伯　愛実①  14.54 8 小笠原朱里①  15.82

　八　女 　久留米商 　八女学院 　久留米
4 1 野田　唯藍①  13.13 2 坂井　愛梨①  13.19 3 竹元　美陽①  13.20 4 坂元ゆうり①  13.44

+3.4 　大牟田 　三　池 　祐　誠 　三　井
5 髙嶋　萌未②  13.44 6 荒巻　奈絵①  14.66 岡　芭都妃① 欠場

　誠　修 　八女学院 　福　島
5 1 龍　　実由②  12.51 2 宮園　文菜①  13.29 3 深町　優空①  13.36 4 宮﨑優衣奈②  13.67

+1.2 　祐　誠 　三　池 　八　女 　三　井
5 山口　明莉②  14.29 6 岡本きらら①  14.82 池尻ひより① 欠場

　ありあけ新世 　八女学院 　南　筑
09/04 女子 1 1 龍　　実由②  12.44 2 田島　優月①  12.76 3 野田　唯藍①  13.15 4 竹元　美陽①  13.18

100m 準決勝 +1.1 　祐　誠 　柳　川 　大牟田 　祐　誠
5 坂井　愛梨①  13.30 6 井樋　紀香①  13.31 7 池田　美優①  13.46 8 髙嶋　萌未②  13.51

　三　池 　福　島 　八　女 　誠　修
2 1 中村　杏香②  12.49 2 富松　愛菜②  12.55 3 田中　　渚②  12.63 4 中村美唯菜①  12.81

+3.3 　誠　修 　八女工 　祐　誠 　三　潴
5 深町　優空①  13.27 6 宮園　文菜①  13.33 7 和田　心遥①  13.35 8 坂元ゆうり①  13.61

　八　女 　三　池 　朝倉東 　三　井
09/04 女子 1 1 龍　　実由②  12.30 2 中村　杏香②  12.45 3 富松　愛菜②  12.56 4 田中　　渚②  12.64

100m 決勝 +1.9 　祐　誠 　誠　修 　八女工 　祐　誠
5 田島　優月①  12.65 6 中村美唯菜①  12.86 7 野田　唯藍①  13.15 8 竹元　美陽①  13.25

　柳　川 　三　潴 　大牟田 　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
09/05 女子 1 1 西田　　藍②  26.20 2 白川　晴愛②  26.61 3 野田　唯藍①  27.68 4 深町　優空①  28.07

200m 予選 +2.1 　祐　誠 　八女工 　大牟田 　八　女
5 坂井　愛梨①  28.14 6 平本　　彩①  30.65 7 深川　瑠理①  31.37 8 馬場　亜美①  33.57

　三　池 　朝倉東 　三　潴 　福　島
2 1 星野　琴音②  26.95 2 中村　杏香②  27.01 3 井樋　紀香①  28.20 4 和田　心遥①  29.00

+2.2 　八　女 　誠　修 　福　島 　朝倉東
5 山口　明莉②  30.07 6 内藤　亜紀①  31.06 日髙　小春② 欠場 江頭　千紘② 欠場

　ありあけ新世 　伝習館 　小　郡 　八女工
3 1 中村美唯菜①  27.02 2 角　　胡花②  27.31 3 池田　美優①  27.53 4 西田　捺希②  27.57

+1.7 　三　潴 　誠　修 　八　女 　祐　誠
5 宮原　友里②  29.24 岡　芭都妃① 欠場 宮﨑優衣奈② 欠場 中村はる菜② 欠場

　ありあけ新世 　福　島 　三　井 　伝習館
4 1 龍　　実由②  26.15 2 田中　亜衣②  27.43 3 森田　愛来②  27.51 4 市岡　夢渚①  27.52

+2.0 　祐　誠 　八女工 　誠　修 　八女学院
5 玉利　咲季②  29.03 6 坂寺　　渚②  29.49 石井　琴葉② 欠場

　伝習館 　ありあけ新世 　小　郡
09/05 女子 1 1 龍　　実由②  25.79 2 白川　晴愛②  26.63 3 中村美唯菜①  26.79 4 角　　胡花②  26.89

200m 準決勝 +2.5 　祐　誠 　八女工 　三　潴 　誠　修
5 池田　美優①  27.56 6 市岡　夢渚①  27.65 7 井樋　紀香①  27.83 8 坂井　愛梨①  29.10

　八　女 　八女学院 　福　島 　三　池
2 1 西田　　藍②  26.73 2 中村　杏香②  26.87 3 星野　琴音②  27.15 4 森田　愛来②  27.19

+0.5 　祐　誠 　誠　修 　八　女 　誠　修
5 田中　亜衣②  27.48 6 西田　捺希②  27.65 7 野田　唯藍①  27.65 8 深町　優空①  28.02

　八女工 　祐　誠 　大牟田 　八　女
09/05 女子 1 1 龍　　実由②  25.81 2 西田　　藍②  25.97 3 白川　晴愛②  26.01 4 中村　杏香②  26.47

200m 決勝 +1.6 　祐　誠 　祐　誠 　八女工 　誠　修
5 角　　胡花②  26.73 6 中村美唯菜①  26.75 7 森田　愛来②  27.13 8 星野　琴音②  27.19

　誠　修 　三　潴 　誠　修 　八　女
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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
09/04 女子 1 1 白川　晴愛②  1,00.06 2 江﨑菜々子②  1,01.62 3 星野　琴音②  1,02.14 4 大橋　佳奈②  1,03.43

400m 予選 　八女工 　三　池 　八　女 　誠　修
5 西田　捺希②  1,05.31 6 上原　千穂②  1,08.24 谷川日菜乃① 欠場

　祐　誠 　伝習館 　山　門
2 1 西田　　藍②  1,00.07 2 田中　亜衣②  1,03.25 3 森田みさき①  1,03.34 4 中村はる菜②  1,04.12

　祐　誠 　八女工 　誠　修 　伝習館
5 大坪　奈央②  1,08.53 6 堤　　花恋①  1,09.46

　八　女 　輝翔館
3 1 角　　胡花②  1,01.49 2 市岡　夢渚①  1,03.16 3 山田　佳奈①  1,03.97 4 松崎　那菜①  1,04.93

　誠　修 　八女学院 　明　善 　八　女
5 木村　結香①  1,06.19 6 白山　　陽①  1,06.51

　祐　誠 　八女工
09/04 女子 1 1 白川　晴愛②  58.79 2 西田　　藍②  59.42 3 角　　胡花②  1,00.40 4 星野　琴音②  1,02.24

400m 決勝 　八女工 　祐　誠 　誠　修 　八　女
5 市岡　夢渚①  1,02.66 6 森田みさき①  1,03.30 7 江﨑菜々子②  1,03.44 8 田中　亜衣②  1,05.17

　八女学院 　誠　修 　三　池 　八女工
09/05 女子 1 1 松崎　那菜①  2,31.89 2 吉川　采花②  2,32.38 3 藤井美咲姫①  2,37.20 4 中村　若葉①  2,39.82

800m 予選 　八　女 　明　善 　久留米高専 　久留米商
5 池嶋　華凜②  2,40.92 6 深町友里加②  2,51.73 鎌田　怜桜① 欠場 石井　琴葉② 欠場

　山　門 　久留米 　輝翔館 　小　郡
2 1 大橋　佳奈②  2,33.68 2 白山　　陽①  2,34.04 3 堤　　花恋①  2,42.02 4 繁原　咲良①  2,45.98

　誠　修 　八女工 　輝翔館 　伝習館
5 古賀　蒼彩①  2,53.55 6 本村　優衣②  3,01.63 牟田　　櫻① 欠場

　祐　誠 　八女学院 　小　郡
3 1 只隈千夏子②  2,38.16 2 大坪　奈央②  2,39.02 3 後藤　朱音②  2,39.30 4 野津原萌心②  2,44.02

　山　門 　八　女 　三　池 　明　善
5 中園由季乃①  2,51.49 上原　千穂② 欠場 江良　朋恵① 欠場

　八女学院 　伝習館 　福　島
4 1 中富　結花②  2,34.91 2 坂本　綺星①  2,36.07 3 熊丸愛優菜①  2,45.27 4 進藤　咲花①  2,46.35

　八　女 　三　池 　八女工 　伝習館
5 米村　小春①  2,56.06 6 日高　百葉①  3,14.80 永淵　和奏① 欠場

　三池工 　八女学院 　久留米附設
09/05 女子 1 1 中富　結花②  2,25.59 2 只隈千夏子②  2,25.66 3 坂本　綺星①  2,29.20 4 松崎　那菜①  2,30.60

800m 決勝 　八　女 　山　門 　三　池 　八　女
5 吉川　采花②  2,30.98 6 大橋　佳奈②  2,34.26 7 藤井美咲姫①  2,38.29 8 白山　　陽①  2,42.09

　明　善 　誠　修 　久留米高専 　八女工
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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
09/04 女子 1 1 酒井　梨帆②  5,14.18 2 吉川　采花②  5,19.83 3 只隈千夏子②  5,20.32 4 坂本　綺星①  5,20.45

1500m 予選 　八　女 　明　善 　山　門 　三　池
5 中村　若葉①  5,20.95 6 野津原萌心②  5,21.45 7 宇治川真央①  5,27.69 8 繁原　咲良①  5,44.61

　久留米商 　明　善 　朝　倉 　伝習館
9 柿本　美鈴②  5,51.26 10 今村　友香①  5,53.91 11 立本　一華①  5,54.32 井手麻保子② 欠場

　福　島 　久留米商 　久留米 　久留米附設
緒方　優希① 欠場
　小　郡

2 1 中富　結花②  5,36.43 2 今村　小雪②  5,36.55 3 後藤　朱音②  5,36.74 4 河津　沙藍②  5,36.79
　八　女 　八　女 　三　池 　明　善

5 森山　歩美②  5,37.42 6 池嶋　華凜②  5,38.64 7 進藤　咲花①  5,46.48 8 米村　小春①  5,50.27
　朝　倉 　山　門 　伝習館 　三池工

9 古賀　蒼彩①  5,59.33 10 江良　朋恵①  6,04.79 11 小島　湊己①  6,27.49 牟田　　櫻① 欠場
　祐　誠 　福　島 　久留米商 　小　郡
今村さくら① 欠場
　山　門

09/04 女子 1 1 酒井　梨帆②  4,58.10 2 只隈千夏子②  5,01.62 3 中富　結花②  5,01.83 4 坂本　綺星①  5,02.27
1500m 決勝 　八　女 　山　門 　八　女 　三　池

5 吉川　采花②  5,03.93 6 河津　沙藍②  5,04.83 7 今村　小雪②  5,06.98 8 後藤　朱音②  5,16.35
　明　善 　明　善 　八　女 　三　池

9 野津原萌心②  5,25.11 10 森山　歩美②  5,33.10 11 宇治川真央①  5,33.97 12 中村　若葉①  5,40.49
　明　善 　朝　倉 　朝　倉 　久留米商

09/05 女子 1 1 酒井　梨帆②  10,51.81 2 河津　沙藍②  10,56.82 3 今村　小雪②  11,15.11 4 森山　歩美②  12,22.89
3000m 決勝 　八　女 　明　善 　八　女 　朝　倉

5 立本　一華①  12,43.41 6 柿本　美鈴②  13,03.97 7 中山　侑香①  13,46.41 緒方　優希① 欠場
　久留米 　福　島 　久留米 　小　郡
田中　風花② 欠場
　小　郡
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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
09/04 女子 1 1 原田　萌叶①  17.68 2 白石　　愛②  18.10 3 辻　理理子②  18.38 4 小林　咲香②  18.41

100mH 予選 +3.1 　久留米筑水 　祐　誠 　明　善 　久留米商
5 村上　鈴音①  18.45 6 久保田琳香①  18.92 7 内藤　亜紀①  18.92

　誠　修 　輝翔館 　伝習館
2 1 古賀　彩夏①  17.44 2 立花　　咲②  18.19 3 大坪　綾乃①  18.28 4 長田　紗枝①  19.78

+2.7 　明　善 　祐　誠 　伝習館 　久留米
東　　美咲② 欠場 江頭　千紘② 欠場 久間　珠晏② 欠場
　八女学院 　八女工 　誠　修

3 1 中村　雪乃②  16.87 2 俵山紗和花②  17.58 3 佐伯　愛実①  18.40 4 有馬　華月①  18.98
+1.7 　明　善 　福　島 　八女学院 　誠　修

大籠万里奈① 欠場 濵﨑ななみ① 欠場
　南　筑 　祐　誠

09/04 女子 1 1 白石　　愛②  15.97 2 中村　雪乃②  16.08 3 立花　　咲②  16.92 4 俵山紗和花②  17.20
100mH 決勝 +2.5 　祐　誠 　明　善 　祐　誠 　福　島

5 古賀　彩夏①  17.27 6 辻　理理子②  17.27 7 原田　萌叶①  17.35 8 大坪　綾乃①  18.46
　明　善 　明　善 　久留米筑水 　伝習館

09/05 女子 1 1 江﨑菜々子②  1,05.98 2 中村　雪乃②  1,08.35 3 古賀　彩夏①  1,09.92 4 山田　佳奈①  1,11.10
400mH 決勝 　三　池 　明　善 　明　善 　明　善

5 俵山紗和花②  1,11.82 6 濵﨑ななみ①  1,12.09 7 久保田琳香①  1,19.29 8 原田　萌叶①  1,19.61
　福　島 　祐　誠 　輝翔館 　久留米筑水

09/05 女子 1 1 太田　愛乃②  26,12.48 渡邊　愁花② 欠場
5000mW 決勝 　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
09/04 女子 1 1 祐　誠  48.98 2 八　女  51.43 3 明　善  52.36 4 三　潴  54.27

4x100mR 予選  田中　　渚②  池田　美優①  古賀　彩夏①  轟　美知留②
 西田　捺希②  星野　琴音②  山田　佳奈①  中村美唯菜①
 龍　　実由②  深町　優空①  中村　雪乃②  深川　瑠理①
 西田　　藍②  橋本　　和②  辻　理理子②  青木　未怜②

5 福　島  55.00 6 八女学院  55.47
 柿本　美鈴②  荒巻　奈絵①
 井樋　紀香①  岡本きらら①
 俵山紗和花②  佐伯　愛実①
 松永　桜子②  市岡　夢渚①

2 1 八女工  50.10 2 誠　修  50.21 3 伝習館  53.74 4 三　井  54.21
 江頭　千紘②  森田　愛来②  古賀　泉樹②  坂元ゆうり①
 富松　愛菜②  中村　杏香②  中村はる菜②  宮﨑優衣奈②
 白川　晴愛②  角　　胡花②  玉利　咲季②  向井　友世②
 田中　亜衣②  森田みさき①  上原　千穂②  松永　美麗②

5 ありあけ新世  54.45
 山口　明莉②
 宮原　友里②
 野田　伶音②
 坂寺　　渚②

09/05 女子 1 1 祐　誠  49.02 2 誠　修  50.36 3 八女工  50.95 4 明　善  51.25
4x100mR 決勝  田中　　渚②  森田　愛来②  江頭　千紘②  古賀　彩夏①

 西田　捺希②  中村　杏香②  富松　愛菜②  山田　佳奈①
 龍　　実由②  角　　胡花②  白川　晴愛②  辻　理理子②
 西田　　藍②  森田みさき①  田中　亜衣②  中村　雪乃②

5 八　女  51.53 6 三　井  53.76 7 伝習館  55.30 8 三　潴  56.79
 池田　美優①  坂元ゆうり①  古賀　泉樹②  轟　美知留②
 星野　琴音②  宮﨑優衣奈②  古館　　悠①  中村美唯菜①
 深町　優空①  向井　友世②  玉利　咲季②  深川　瑠理①
 橋本　　和②  松永　美麗②  内藤　亜紀①  青木　未怜②

09/05 女子 1 1 祐　誠  4,02.98 2 誠　修  4,10.89 3 明　善  4,11.03 4 八　女  4,14.40
4x400mR 決勝  田中　　渚②  大橋　佳奈②  古賀　彩夏①  星野　琴音②

 龍　　実由②  角　　胡花②  山田　佳奈①  中富　結花②
 西田　捺希②  中村　杏香②  辻　理理子②  松崎　那菜①
 西田　　藍②  森田みさき①  中村　雪乃②  池田　美優①

5 三　池  4,19.11 6 三　潴  4,30.27 7 伝習館  4,32.31 8 八女学院  4,39.54
 坂井　愛梨①  轟　美知留②  玉利　咲季②  本村　優衣②
 江﨑菜々子②  中村美唯菜①  古賀　泉樹②  中園由季乃①
 坂本　綺星①  深川　瑠理①  古館　　悠①  岡本きらら①
 宮園　文菜①  青木　未怜②  進藤　咲花①  市岡　夢渚①
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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
09/04 女子 1 1 小西　侑里②  1.45 2 東　　美咲②  1.40 2 鍋田　歩果①  1.40 4 安西　美皓②  1.35

走高跳 決勝 　祐　誠 　八女学院 　八女工 　福　島
4 武田　弘美①  1.35 6 宮川　桜綺①  1.30 7 岩本　美憂①  1.25 8 深川　瑠理①  1.25

　三　潴 　西短大附 　久留米商 　三　潴
9 尾山　瑛帆①  1.20 立花　　咲②

　明　善 　祐　誠
09/04 女子 1 1 向井　友世②  2.60

棒高跳 決勝 　三　井
09/05 女子 1 1 今泉　れん②  5.33 2 宮園　文菜①  5.19 3 富松　愛菜②  5.17 4 平木くれあ②  5.10

走幅跳 決勝 　祐　誠 +2.7 　三　池 +2.4 　八女工 +2.1 　朝　倉 +1.0
5 古賀　泉樹②  4.95 6 坂元ゆうり①  4.51 7 青木　未怜②  4.40 8 有馬　華月①  4.37

　伝習館 +1.8 　三　井 +1.7 　三　潴 +2.1 　誠　修 +1.8
9 片小田麗樺①  4.20 10 竹元　美陽①  3.99 11 津留　佑奈①  3.99 12 古館　　悠①  3.96

　八　女 +2.2 　祐　誠 +3.3 　八　女 +2.6 　伝習館 +1.5
13 原賀　瑠菜①  3.94 14 野田　伶音②  3.93 15 宮﨑　鈴奈①  3.91 16 池松　美実②  3.90

　誠　修 +1.4 　ありあけ新世 +1.3 　祐　誠 +1.6 　三　井 +1.5
17 田原　　結①  3.36 18 武田　弘美①  2.50 佐藤　里咲② 高月　　凜② 欠場

　久留米 +2.7 　三　潴 +1.7 　久留米商 　ありあけ新世
片山　実紅② 欠場 竹下　鈴菜① 欠場
　小　郡 　伝習館

09/04 女子 1 1 今泉　れん②  11.46 2 古賀　泉樹②  10.49 3 辻　理理子②  10.26 4 尾山　瑛帆①  10.03
三段跳 決勝 　祐　誠 +3.5 　伝習館 +2.0 　明　善 +1.8 　明　善 +1.6

5 古館　　悠①  9.46 6 竹下　鈴菜①  8.86 7 原賀　瑠菜①  8.74 龍　　香蓉①
　伝習館 +2.8 　伝習館 +1.5 　誠　修 +2.5 　山　門

09/05 女子 1 1 西田　美穂②  9.71 2 吉田　悠羽②  9.27 3 山本　紅亜①  8.43 4 重光　陽愛①  8.19
砲丸投 決勝 　祐　誠 　祐　誠 　誠　修 　朝　倉

5 松永　桜子②  8.18 6 福森　優菜②  7.99 7 加藤　里奈②  6.37 8 樋口　星奈①  6.22
　福　島 　久留米筑水 　祐　誠 　誠　修
久賀　心美① 欠場
　久留米筑水

09/04 女子 1 1 笠　　琴美②  28.73 2 吉田　悠羽②  28.04 3 大石　真心②  26.88 4 福森　優菜②  24.64
円盤投 決勝 　祐　誠 　祐　誠 　八女工 　久留米筑水

5 永松　鈴乃①  22.09 6 轟　美知留②  21.74 7 田中　和帆①  21.10 8 臼井　未佑②  18.15
　八　女 　三　潴 　八　女 　祐　誠

9 樋口　星奈①  15.28 重光　陽愛① 欠場
　誠　修 　朝　倉

09/04 女子 1 1 大石　真心②  38.14 2 西田　美穂②  19.34 3 草場　優来②  17.03 4 青木　未怜②  16.80
ﾊﾝﾏｰ投 決勝 　八女工 　祐　誠 　祐　誠 　三　潴

5 笠　　琴美②  13.16
　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
09/04 女子 1 1 加藤　里奈②  35.66 2 松永　桜子②  33.30 3 轟　美知留②  32.97 4 西尾　麻陽②  31.55

やり投 決勝 　祐　誠 　福　島 　三　潴 　輝翔館
5 草場　優来②  31.01 6 山本　紅亜①  28.97 7 栁　　茉佑②  27.93 8 田中　和帆①  27.22

　祐　誠 　誠　修 　祐　誠 　八　女
9 堤　　芽依②  27.11 10 松永　美麗②  26.07 11 小野　瑞季①  24.15 12 池松　美実②  19.97

　八女学院 　三　井 　八女学院 　三　井
13 内堀　瑚春①  18.59 14 永松　鈴乃①  18.56 片山　実紅② 欠場 中嶋美怜衣① 欠場

　久留米 　八　女 　小　郡 　小　郡
永尾　遥奈① 欠場
　小　郡

09/04 女子 1 1 岩根　愛奈①  30.09 2 佐藤　璃歩②  31.25 3 森　　彩乃②  31.70
七種200m 決勝 +2.3 　明　善 (476) 　久留米 (398) 　久留米 (370)

09/05 女子 1 1 岩根　愛奈①  2,49.47 2 佐藤　璃歩②  2,50.09 3 森　　彩乃②  2,52.24
七種800m 決勝 　明　善 (469) 　久留米 (463) 　久留米 (441)

09/04 女子 1 1 森　　彩乃②  18.79 2 佐藤　璃歩②  20.09 3 岩根　愛奈①  20.14
七種100mH(0.838m) 決勝 +2.0 　久留米 (410) 　久留米 (295) 　明　善 (291)

09/04 女子 1 1 森　　彩乃②  1.20 2 佐藤　璃歩②  1.20 3 岩根　愛奈①  1.15
七種走高跳 決勝 　久留米 (312) 　久留米 (312) 　明　善 (266)

09/05 女子 1 1 佐藤　璃歩②  4.20 2 森　　彩乃②  3.86 3 岩根　愛奈①  3.64
七種走幅跳 決勝 　久留米 +2.6(355) 　久留米 +2.4(276) 　明　善 +2.2(229)

09/04 女子 1 1 佐藤　璃歩②  6.69 2 森　　彩乃②  5.32 3 岩根　愛奈①  4.96
七種砲丸投 決勝 　久留米 (315) 　久留米 (228) 　明　善 (206)

09/05 女子 1 1 佐藤　璃歩②  27.23 2 森　　彩乃②  22.24 3 岩根　愛奈①  17.23
七種やり投 決勝 　久留米 (424) 　久留米 (331) 　明　善 (238)

09/05 女子 1 1 佐藤　璃歩②  2562 2 森　　彩乃②  2368 3 岩根　愛奈①  2175
七種競技 決勝 　久留米 　久留米 　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
09/04 男子 1 興膳　雅大② 朝　倉  6.31  X  4.75  6.65  X  6.31 6.65

走幅跳 決勝 1 ｺｳｾﾞﾝ ﾏｻﾋﾛ 南部 +2.4  +3.0 +3.6  +1.7 +3.6  

2 水野　瑛太② 三池工  6.32  X  6.51  X  X  X 6.51
ﾐｽﾞﾉ ｴｲﾀ 南部 +2.9  +3.6    +3.6  

3 北島　正裕② 山　門  X  6.44  6.22  X  6.47  6.35 6.47
ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 南部  +4.3 +2.6  +2.2 +3.0 +2.2  

4 小島　大輝② 祐　誠  6.09  6.17  X  6.20  6.32  6.38 6.38
ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 南部 +2.7 +2.2  +4.2 +2.9 +2.9 +2.9  

5 木下　拓道① 明　善  5.91  5.79  6.05  5.87  6.16  5.96 6.16
ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾐ 南部 +1.7 +3.6 +3.7 +2.5 +4.6 +3.6 +4.6  

6 田辺　龍平② 朝倉東  5.98  6.07  6.13  5.74  X  5.98 6.13
ﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾍｲ 南部 +2.1 +1.7 +2.2 +3.2  +3.6 +2.2  

7 城後　雄亮② 伝習館  6.08  6.08  5.94  5.99  5.81  5.83 6.08
ｼﾞｮｳｺﾞ ﾕｳｽｹ 南部 +2.3 +3.9 +3.9 +3.0 +3.3 +2.5 +2.3  

8 生田秦之亮① 祐　誠  X  X  6.06  X  5.92  X 6.06
ｲｸﾀ ｼﾝﾉｽｹ 南部   +3.6  +4.7  +3.6  

9 土本　凱誠① 大牟田  X  5.97  5.98    5.98
ﾂﾁﾓﾄ ｶｲｾｲ 南部  +4.4 +2.6    +2.6  

10 伊藤　悠哉① 三　潴  5.86  X  X    5.86
ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 南部 +4.5      +4.5  

11 今村　勇喜① 三　潴  5.73  5.48  5.53    5.73
ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 南部 +2.9 +2.9 +1.6    +2.9  

12 古賀　勇臣① 大牟田  X  X  5.70    5.70
ｺｶﾞ ｲｻﾐ 南部   +1.8    +1.8  

13 永石　大翔② 朝倉東  X  5.54  5.56    5.56
ﾅｶﾞｲｼ ﾋﾛﾄ 南部  +2.5 +2.7    +2.7  

14 木村　青空① 誠　修  X  5.53  X    5.53
ｷﾑﾗ ｿﾗ 南部  +3.9     +3.9  

15 久保　一葉② 八　女  5.36  O  4.47    5.36
ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾊ 南部 +3.0 +4.2 +3.4    +3.0  

16 川島　　遼① 八女工  5.22  3.48  5.19    5.22
ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳ 南部 +1.8 +3.6 +1.9    +1.8  

17 佐々木　奏① 久留米  4.97  4.47  4.74    4.97
ｻｻｷ ｿｳ 南部 +1.8 +3.7 +1.8    +1.8  

18 原槇　蒼真① 三　潴  4.82  4.82  4.96    4.96
ﾊﾗﾏｷ ｿｳﾏ 南部 +1.6 +2.0 +2.3    +2.3  

19 深町　理央① 朝倉東  4.71  4.89  X    4.89
ﾌｶﾏﾁ ﾘｵ 南部 +2.3 +2.1     +2.1  

勝間田龍之介② 浮羽工 欠場
ｶﾂﾏﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 南部
藤吉　風雅① 三　井 欠場
ﾌｼﾞﾖｼ ﾌｳｶﾞ 南部
牛島　叶運① 八女学院 欠場
ｳｼｼﾞﾏ ｶﾅﾒ 南部
白水　太寿② 浮羽工 欠場
ｼﾗﾐｽﾞ ﾀｲｼﾞｭ 南部
山川　　等① 浮羽工 欠場
ﾔﾏｶﾜ ﾋﾄｼ 南部

09/05 男子 1 北島　正裕② 山　門  X  13.61  13.55  12.79  X  13.20 13.61
三段跳 決勝 1 ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 南部  +1.4 +1.6 +1.2  +1.7 +1.4  

2 水野　瑛太② 三池工  12.29  X  -  13.23  -  - 13.23
ﾐｽﾞﾉ ｴｲﾀ 南部 +2.0   +2.1   +2.1  

3 栗原隆乃介① 三　潴  12.43  12.53  12.51  12.95  12.28  12.45 12.95
ｸﾘﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 南部 +1.4 +1.4 +2.0 +1.7 +1.6 +2.8 +1.7  

4 城後　雄亮② 伝習館  11.81  11.89  12.38  12.05  -  - 12.38
ｼﾞｮｳｺﾞ ﾕｳｽｹ 南部 +0.7 +0.7 +1.9 +1.4   +1.9  

5 木下　拓道① 明　善  11.59  11.65  12.15  12.16  12.37  12.17 12.37
ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾐ 南部 +1.7 +1.2 +1.7 +0.9 +2.1 +1.4 +2.1  

6 古賀　勇臣① 大牟田  12.15  12.00  11.98  X  12.05  X 12.15
ｺｶﾞ ｲｻﾐ 南部 +2.2 +1.5 +1.1  +0.9  +2.2  

7 権藤　健志① 三　井  X  10.79  X  O  11.05  11.48 11.48
ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼ 南部  +1.9   +1.6 +1.3 +1.3  

8 丸林　士道① 八女工  X  X  10.83  11.37  X  11.12 11.37
ﾏﾙﾊﾞﾔｼ ｼﾄﾞｳ 南部   +2.4 +1.3  +0.7 +1.3  

9 川島　　遼① 八女工  10.52  X  10.66    10.66
ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳ 南部 +1.4  +2.4    +2.4  

10 今村　勇喜① 三　潴  X  10.14  X    10.14
ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 南部  +1.3     +1.3  
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09/04 男子 1 綿貫　詠真② 祐　誠  5.93  5.73  X    5.93
八種走幅跳 決勝 1 ﾜﾀﾇｷ ｴｲﾏ 南部 +2.0 +1.5     +2.0 (571)

2 武内　風馬② 福　島  5.40  5.57  5.60    5.60
ﾀｹｳﾁ ﾌｳﾏ 南部 +1.7 +1.1 +1.4    +1.4 (502)

3 角　　孝誠① 大牟田  5.08  5.29  5.27    5.29
ｽﾐ ｺｳｾｲ 南部 +1.3 +2.1 +2.7    +2.1 (439)

4 片岡　賢吉① 朝　倉  5.29  5.14  4.90    5.29
ｶﾀｵｶ ｹﾝｷﾁ 南部 +1.9 +1.0 +2.2    +1.9 (439)

田村　颯也② 小　郡 欠場
ﾀﾑﾗ ｿｳﾔ 南部

09/05 女子 1 今泉　れん② 祐　誠  5.33  X  5.30  X  X  X 5.33
走幅跳 決勝 1 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾚﾝ 南部 +2.7  +3.3    +2.7  

2 宮園　文菜① 三　池  4.90  5.10  4.82  4.89  4.70  5.19 5.19
ﾐﾔｿﾞﾉ ﾌﾐﾅ 南部 +1.3 +3.3 +3.9 +0.6 +1.7 +2.4 +2.4  

3 富松　愛菜② 八女工  4.87  5.17  5.08  4.89  4.76  X 5.17
ﾄﾐﾏﾂ ﾏﾅ 南部 +1.2 +2.1 +2.1 +1.3 +1.6  +2.1  

4 平木くれあ② 朝　倉  4.81  4.86  4.95  4.99  5.10  4.95 5.10
ﾋﾗｷ ｸﾚｱ 南部 +2.2 +1.9 +3.1 +1.4 +1.0 +2.3 +1.0  

5 古賀　泉樹② 伝習館  4.70  4.79  4.95  4.69  4.81  4.95 4.95
ｺｶﾞ ﾐｽﾞｷ 南部 +1.5 +2.3 +1.8 +2.1 +2.7 +2.4 +1.8  

6 坂元ゆうり① 三　井  4.44  4.28  4.51  2.75  4.34  4.40 4.51
ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾘ 南部 +1.7 +1.1 +1.7 +1.1 +1.3 +1.0 +1.7  

7 青木　未怜② 三　潴  4.10  3.99  4.40  4.21  4.22  4.10 4.40
ｱｵｷ ﾐﾚｲ 南部 +1.2 +2.0 +2.1 +1.2 +2.1 +0.3 +2.1  

8 有馬　華月① 誠　修  4.19  4.37  X  3.98  4.25  X 4.37
ｱﾘﾏ ﾊﾂﾞｷ 南部 +1.0 +1.8  +2.8 +1.4  +1.8  

9 片小田麗樺① 八　女  3.93  4.20  4.10    4.20
ｶﾀｺﾀﾞ ﾚｲｶ 南部 +0.9 +2.2 +1.4    +2.2  

10 竹元　美陽① 祐　誠  X  3.99  3.84    3.99
ﾀｹﾓﾄ ﾐﾖ 南部  +3.3 +2.8    +3.3  

11 津留　佑奈① 八　女  X  3.99  3.74    3.99
ﾂﾙ ﾕｳﾅ 南部  +2.6 +1.4    +2.6  

12 古館　　悠① 伝習館  3.96  X  3.90    3.96
ﾌﾙﾀﾁ ﾕｳ 南部 +1.5  +3.0    +1.5  

13 原賀　瑠菜① 誠　修  3.94  3.93  3.49    3.94
ﾊﾗｶﾞ ﾙﾅ 南部 +1.4 +1.9 +1.9    +1.4  

14 野田　伶音② ありあけ新世  3.93  3.69  3.84    3.93
ﾉﾀﾞ ﾚﾈ 南部 +1.3 +1.1 +1.9    +1.3  

15 宮﨑　鈴奈① 祐　誠  X  3.91  3.43    3.91
ﾐﾔｻﾞｷ ﾚﾅ 南部  +1.6 +0.7    +1.6  

16 池松　美実② 三　井  3.90  X  3.72    3.90
ｲｹﾏﾂ ﾐﾐ 南部 +1.5  +1.0    +1.5  

17 田原　　結① 久留米  3.13  3.28  3.36    3.36
ﾀﾊﾗ ﾕｲ 南部 +1.6 +0.8 +2.7    +2.7  

18 武田　弘美① 三　潴  2.50  O  O    2.50
ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐ 南部 +1.7      +1.7  

佐藤　里咲② 久留米商
ｻﾄｳ ﾘｻ 南部
竹下　鈴菜① 伝習館 欠場
ﾀｹｼﾀ ｽｽﾞﾅ 南部
高月　　凜② ありあけ新世 欠場
ﾀｶﾂｷ ﾘﾝ 南部
片山　実紅② 小　郡 欠場
ｶﾀﾔﾏ ﾐｸ 南部
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09/04 女子 1 今泉　れん② 祐　誠  11.05  11.46  10.87  11.20  11.20  X 11.46
三段跳 決勝 1 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾚﾝ 南部 +2.6 +3.5 +1.7 +2.7 +3.1  +3.5  

2 古賀　泉樹② 伝習館  10.49  10.23  10.33  10.11  10.20  10.17 10.49
ｺｶﾞ ﾐｽﾞｷ 南部 +2.0 +2.1 +1.3 +1.9 +2.1 +1.0 +2.0  

3 辻　理理子② 明　善  9.98  10.18  10.26  10.25  9.92  10.19 10.26
ﾂｼﾞ ﾘﾘｺ 南部 +1.8 +2.0 +1.8 +2.5 +1.5 +1.7 +1.8  

4 尾山　瑛帆① 明　善  9.97  9.90  10.03  9.97  9.51  9.64 10.03
ｵﾔﾏ ｱｷﾎ 南部 +2.0 +1.1 +1.6 +3.7 +0.6 +2.1 +1.6  

5 古館　　悠① 伝習館  8.83  9.46  8.74  9.11  9.14  9.24 9.46
ﾌﾙﾀﾁ ﾕｳ 南部 +3.3 +2.8 +1.5 +3.1 +3.6 +3.2 +2.8  

6 竹下　鈴菜① 伝習館  8.86  8.83  X  -  -  - 8.86
ﾀｹｼﾀ ｽｽﾞﾅ 南部 +1.5 +1.7     +1.5  

7 原賀　瑠菜① 誠　修  8.74  X  8.55  8.34  8.32  8.44 8.74
ﾊﾗｶﾞ ﾙﾅ 南部 +2.5  +4.0 +1.7 +2.1 +4.0 +2.5  

龍　　香蓉① 山　門
ﾘｭｳ ｶﾖ 南部

09/05 女子 1 佐藤　璃歩② 久留米  4.00  4.20  4.07    4.20
七種走幅跳 決勝 1 ｻﾄｳ ﾘﾎ 南部 +2.5 +2.6 +1.9    +2.6 (355)

2 森　　彩乃② 久留米  3.52  3.75  3.86    3.86
ﾓﾘ ｱﾔﾉ 南部 +1.9 +1.7 +2.4    +2.4 (276)

3 岩根　愛奈① 明　善  3.06  3.58  3.64    3.64
ｲﾜﾈ ｱｲﾅ 南部 +2.1 +1.0 +2.2    +2.2 (229)
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