
大会名 全国都道府県駅伝代表選考会(高校男子・一般高校女子)

期　　日 令和3年11月27日(土)
陸 協 名　 福　岡
主催団体 福岡陸上競技協会
会　　場 北九州市立 鞘ケ谷競技場

大会ｺｰﾄﾞ 21400312

競技場ｺｰﾄﾞ 403140

総　　務 花田　保
審 判 長 (ﾄﾗｯｸ)井上　要　　(招集所)浦川　隆弘
記録主任 梶原　敏睦

気象条件

日付 時間 天候
気温
(℃)

湿度
(%) 風向

風速
(m/s)

9:00 曇り 12.5 59.0 北西 0.3
10:00 曇り 15.5 50.0 北 1.4
11:00 曇り 14.0 57.0 北 1.8
12:00 曇り 13.5 60.0 北東 1.1
13:00 曇り 14.5 57.0 北東 0.7
14:00 晴れ 14.5 62.0 北 1.2
15:00 晴れ 14.5 58.0 北東 3.2
16:00 晴れ 12.5 59.0 北東 0.8

2021/11/27



期日:2021年11月27日

競技会場:北九州市立鞘ヶ谷競技場

月日 種目 風

11/27 谷本昂士郎(1) 馬場  賢人(3) 澤中  響生(3) 占部  大和(2) 阿部    塁(3) 塩川  啓太(3) 中薮  太智(3) 佐藤  恵伍(1)

大牟田高 大牟田高 自由ケ丘高 九産大九州高 自由ケ丘高 東海大福岡高 自由ケ丘高 自由ケ丘高

11/27 野田真理耶(2) 松本  明莉(2) 柳楽あずみ(3) 下森  美咲(1) 中才  茉子(3) 西山  英莉(3) 戸田彩矢奈(2) 武田  胡春(1)

北九州市立高 筑紫女学園高 筑紫女学園高 北九州市立高 筑紫女学園高 筑紫女学園高 北九州市立高 小倉高

8位2位 3位 4位 5位

全国都道府県駅伝代表選考会(高校男子・一般高校女子)
1位 6位 7位

高校男子選考
会
5000m

一高女子選考
会
5000m

14:23.26 14:47.59 14:51.01 14:54.4914:25.22 14:31.00 14:37.36 14:55.56

16:00.96 16:01.20 16:10.62 16:17.27 16:17.98 16:25.85 16:27.94 16:31.23



全国都道府県駅伝代表選考会(高校男子・一般高校女子)

期日:2021年11月27日 トラック記録表 (男子/決勝)
競技会場:北九州市立鞘ヶ谷競技場
月日 種目 組 風 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録

11/27
高校男子選考会
5000m

1 1 谷本昂士郎(1) 大牟田高 14:23.26 2 馬場  賢人(3) 大牟田高 14:25.22 3 澤中  響生(3) 自由ケ丘高 14:31.00 4 占部  大和(2) 九産大九州高 14:37.36

　
5 阿部    塁(3) 自由ケ丘高 14:47.59 6 塩川  啓太(3) 東海大福岡高 14:51.01 7 中薮  太智(3) 自由ケ丘高 14:54.49 8 佐藤  恵伍(1) 自由ケ丘高 14:55.56

　
9 花本  史龍(2) 大牟田高 14:57.05 10 西中  悠馬(3) 東海大福岡高 14:58.67 11 尾崎  仁哉(3) 東海大福岡高 14:59.20 12 浪口  毅杜(3) 純真高 15:01.04

　
13 山田  拓望(2) 東海大福岡高 15:05.74 14 加藤  元晴(2) 大牟田高 15:06.19 15 荒木  暉登(3) 大牟田高 15:12.73

0 トラック記録表 (女子/決勝)
競技会場:北九州市立鞘ヶ谷競技場
月日 種目 組 風 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録

11/27
一高女子選考会
5000m

1 1 野田真理耶(2) 北九州市立高 16:00.96 2 松本  明莉(2) 筑紫女学園高 16:01.20 3 柳楽あずみ(3) 筑紫女学園高 16:10.62 4 下森  美咲(1) 北九州市立高 16:17.27

　
5 中才  茉子(3) 筑紫女学園高 16:17.98 6 西山  英莉(3) 筑紫女学園高 16:25.85 7 戸田彩矢奈(2) 北九州市立高 16:27.94 8 武田  胡春(1) 小倉高 16:31.23

　
9 市川  碧花(3) 筑紫女学園高 16:50.88 10 原田みのり(2) 九産大九州高 16:57.79


