
中学男子100m

10月30日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　59組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾅｶﾞﾄﾓ ｶｽﾞﾅﾘ ｲﾏﾌｸ ﾊﾙｷ

1 C449 永友　一成(2) 板付中 1 C421 今福　悠貴(2) 内浜中

ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾂｼ

2 E1426 樋口　暖人(2) 志免 2 E1656 宮崎　敦士(2) 自由ヶ丘中

ﾃﾞｻﾞｷ ﾘｮｳ ｲﾅｵ ﾕｳ

3 E1417 出﨑　遼(2) 古賀北 3 C34 稲生　悠(2) 百道中

ｷｸﾁ ﾅﾙ ｲｲﾎﾞｼ ｱｲﾄ

4 C973 菊池　成瑠(2) 当仁中 4 E2195 飯干　愛斗(1) 粕屋東

ｵｵﾓﾘ ｴｲﾄ ﾏﾂｼﾏ ｻﾄｷ

5 C1351 大森　恵偉音(3) 城西中 5 C341 松嶋　恵希(2) 三宅中

ﾅｶﾀﾆ ﾕｳﾏ ｱｶﾎ ﾋﾛﾀﾛｳ

6 C75 中谷　侑馬(2) 柏原中 6 C1518 赤穂　寛太郎(3) 西南学院中

ﾉｳﾄﾐ ﾃｯｾｲ ｸﾜﾉ ｺｳﾀﾛｳ

7 C17 納冨　徹生(2) 玄洋中 7 E1238 桑野　耕太郎(2) 志摩

ｴｶﾞｼﾗ ｹﾝﾄ ｴｼﾞﾏ ｺｳｽｹ

8 C93 江頭　健翔(2) 内浜中 8 E1331 江島　光祐(2) 粕屋東

ｷｸﾁ ｹﾝｺﾞ ﾏﾂｲ ｲｯｾｲ

9 C94 菊地　健吾(2) 内浜中 9 C287 松井　一誠(2) 那珂中学校

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｲｼﾊﾞｼ ﾄﾓﾔ ｶﾊﾞｼﾏ ﾋﾛｷ

1 C60 石橋　朋也(2) 西南学院中 1 C605 樺島　浩輝(1) 高宮中

ｼｵﾐ ｶｽﾞｷ ﾃﾗﾀ ｿｳﾔ

2 C171 塩見　和氣(2) 席田中 2 C595 寺田　創哉(1) 元岡中

ﾅﾔ ﾘｭｳﾋ ﾊﾔﾐ ﾀｲﾄ

3 C641 納屋　龍飛(1) 香椎第２ 3 C285 速水　泰斗(2) 那珂中学校

ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞｷ ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾄ

4 E1669 宮﨑　一起(2) 福間 4 C635 前田　悠人(1) 西南学院中

ﾂｼﾞ ﾖｳｽｹ ｺﾆｼ ｼﾞｭｷ

5 C410 辻　陽丞(2) 内浜中 5 E1208 小西　樹希(2) 志摩

ｲﾏﾑﾗ ﾊﾙｷ ﾃｼﾏ ﾕｳ

6 E1641 今村　陽希(2) 自由ヶ丘中 6 C54 手島　宥優(2) 高宮中

ﾑﾗﾊﾞｼ ﾘｵﾝ ﾆｷ ﾘｮｳｽｹ

7 C10 村端　莉恩(2) 元岡中 7 C130 仁木　亮佑(2) 野間中

ｼﾓｶﾜ ｼｭｳｾｲ ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｷ

8 E1631 下川　修生(2) 福間東中 8 C228 中島　開紀(2) 多々良中

ﾅｶﾞﾀ ｿｳﾏ ﾏﾂｵｶ ﾔｽﾋｻ

9 C597 永田　蒼真(1) 元岡中 9 E1349 松岡　靖久(2) 古賀

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｻﾄｳ ﾚﾝ ﾔﾏｼﾀ ﾗｲﾄ

1 C214 佐藤　蓮(2) 城西中 1 C311 山下　輝人(2) 原北中学校

ﾉﾓﾄ ｼｮｳｷ ｻｼｶﾀ ﾕｳﾘ

2 C144 野本　翔希(2) 和白中 2 C929 差形　悠里(1) 金武中

ｽﾅﾊﾞ ﾊﾔﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｶﾞ

3 C949 砂場　勇人(1) 和白中 3 C105 中村　泰雅(2) 内浜中

ﾏﾂｶﾄﾞ ｶｲﾄ ｷﾉｼﾀ ﾘｸ

4 C437 松門　海翔(2) 長丘中 4 C367 木下　広陸(2) 壱岐中

ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄ

5 E1344 川口　太雅(2) 古賀 5 C176 中村　洸斗(2) 席田中

ﾀﾃ ｼｭｳﾍｲ ｱﾝﾉｳﾗ ｹﾞﾝｷ

6 C304 楯　周平(2) 原北中学校 6 E2170 案浦　元輝(1) 古賀

ｱﾏﾀﾞﾂ ﾘｸ ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｱｷ

7 C638 天立　莉空(1) 香椎第２ 7 C425 内山　智皓(2) 梅林中

ｶｼﾞﾔﾏ ﾘｭｳｶﾞ ｳﾗﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ

8 C66 梶山　隆牙(2) 福岡城南中 8 C486 浦本　涼雅(1) 原北中学校

ﾑﾀ ﾊﾙﾐﾁ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭｶﾞ

9 C431 牟田　悠倫(2) 福岡城南中 9 E2186 山口　寿雅(1) 古賀北



中学男子100m

10月30日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　59組

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｵｶﾞﾀ ｺｳﾍｲ ﾀﾆ ﾌﾐﾏｻ

1 C1585 緒方　皓平(2) 元岡中 1 C102 谷　史薫(2) 内浜中

ｱｹﾋﾞﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ ﾖｼﾓﾄ ﾚｵ

2 C325 明日山　新史(2) 姪浜中 2 C289 吉本　伶央(2) 那珂中学校

ﾓﾘ ﾚﾝﾀ ﾏﾂｵｶ ﾚﾝ

3 C904 森　蓮太(1) 三宅中 3 C12 松岡　蓮(2) 元岡中

ｶﾜﾉ ﾚｲﾔ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ

4 E1562 河野　零矢(2) 筑山 4 C1567 山本　航輝(2) 附属福岡中

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾏ ｲﾜﾐ ｹﾝｼﾝ

5 C47 樋口　優真(2) 長尾中 5 C323 石見　謙真(2) 板付中

ﾖｺｲ ﾘｸ ﾀﾂﾀ ﾄﾓｷ

6 C415 横井　陸(2) 玄洋中 6 E1428 竜田　智生(2) 志免

ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾏ ｺﾆｼ ﾄｷ

7 C43 石川　涼真(2) 香椎第２ 7 C368 小西　柊輝(2) 壱岐中

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ﾕｷﾀｹ ｿｳｹﾞﾝ

8 C510 山田　博之(1) 野間中 8 E2062 雪竹　聡元(1) 福間

ｼｮｳｼﾞ ｹﾝｺﾞ ｽﾄﾞｳ ﾀｹﾙ

9 C515 庄司　憲吾(1) 梅林中 9 C189 須藤　丈瑠(2) 梅林中

9組 風(+/-    ) 10組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｽｶﾞ ｴｲｽｹ ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳﾀ

1 C380 菅　瑛祐(2) 野間中 1 C759 森山　翔太(1) 元岡中

ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｷﾁ ﾖｼﾀﾞ ﾚｵﾝ

2 C379 吉田　安吉(2) 野間中 2 E2080 吉田　白虎(2) 福間東中

ﾜｷﾔﾏ ｼｮｳﾀ ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ﾀｸﾐ

3 C722 脇山　翔太(1) 長尾中 3 E1409 淀川　拓夢(2) 篠栗

ｲｲﾂﾞｶ  ﾄｼｷ ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ

4 C1588 飯塚　才喜(2) 和白丘中 4 C25 伊藤　蒼一朗(2) 百道中

ﾅｶｼﾏ  ｱｵﾄ ﾀｹｻﾞｷ ｶﾅﾄ

5 C1592 中島　蒼斗(2) 和白丘中 5 C35 竹﨑　奏朱(2) 百道中

ｵｶﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ ﾀﾃｲｼ ﾊﾙﾄ

6 C312 岡田　康士朗(2) 原北中学校 6 C42 立石　陽都(2) 香椎第２

ｲﾅﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾔ ﾏﾂｵ ﾘｮｳﾀﾛｳ

7 C58 稲森　順也(2) 高宮中 7 C899 松尾　涼太郎(1) 長丘中

ﾅﾀﾞﾍﾞ ﾊﾙﾉｼﾝ ｳﾉ ｱﾂﾔ

8 C767 灘邊　春之進(1) 壱岐中 8 C2 宇野　睦矢(2) 元岡中

ﾌｸﾓﾄ ﾅｵｷ ｲﾜｺｼ ｶｽﾞｷ

9 C1201 福元　直輝(3) 西南学院中 9 C222 岩越　加寿輝(2) 多々良中

11組 風(+/-    ) 12組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾑﾗｶﾐ ｺﾞｳｷ ﾓﾘｵｶ ﾕﾀｶ

1 C179 村上　豪輝(2) 席田中 1 C68 森岡　裕(2) 福岡城南中

ﾊﾗ ｺｳｾｲ ｲﾁﾊﾗ ﾕｳ

2 E2223 原　煌晟(1) 粕屋 2 C297 市原　悠羽(2) 金武中

ｺﾄｳ ﾘｸ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｾｲ

3 C224 古藤　颯人(2) 多々良中 3 C71 後藤　友成(2) 福岡城南中

ｶﾈｺ ｱﾗﾀ ｷﾏﾀ ｶｽﾞｻ

4 C853 金子　新(1) 那珂中学校 4 C73 木又　一颯(2) 福岡城南中

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲｼﾝ ｱｻﾄﾐ ｴｲﾀ

5 C438 松本　泰心(1) アローザル 5 C1582 浅冨　瑛太(2) 下山門中

ｵｵﾂﾎﾞ ﾏｺﾄ ﾋﾛ ﾔﾏﾄ

6 C383 大坪　真己(2) 野間中 6 E1408 弘　大澄(2) 篠栗

ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾋ ﾃﾂﾞｶ ｱｷﾄ

7 C586 藤井　春陽(1) 元岡中 7 C609 手塚　明人(1) 高宮中

ｵﾀﾞｶ ｴｲﾀ ﾎｼﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ

8 C217 小高　瑛太(2) 城西中 8 C1473 星山　竜成(3) 三宅中

ﾜﾀﾞ  ｹﾝﾀ ｲﾜﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ

9 C1595 和田　健汰(2) 和白丘中 9 E1370 岩永　陽登(2) 志免東



中学男子100m

10月30日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　59組

13組 風(+/-    ) 14組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾔﾄ ｱｼﾞｻｶ ｿｳﾀ

1 C111 山村　駿仁(2) 内浜中 1 C301 味坂　奏汰(2) 原北中学校

ｲﾉｳｴ ﾗﾝﾏﾙ ｺﾞｳﾄ ｺｳｼﾛｳ

2 C382 井上　琥丸(2) 野間中 2 C513 合戸　洸志郎(1) 梅林中

ｱｷﾀ ﾚｵ ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙｷ

3 C352 穐田　蓮央(2) 三宅中 3 C328 永田　陽輝(2) 姪浜中

ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ ﾊﾞﾊﾞ ﾊﾙﾏ

4 E1434 小川　湧生(2) 志免 4 C220 馬場　大篤(2) 城西中

ｴﾄｳ ﾘｵ ｶｽｶﾞ  ﾘﾝﾀ

5 C650 江藤　凛音(1) 内浜中 5 C1589 春日　倫太(2) 和白丘中

ｵﾔﾏ ｱﾂｼ ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ

6 C86 小山　敦史(2) 西南学院中 6 E1725 木下　優斗(2) 福間東中

ｸﾛｶﾜ ｺｳｾｲ ｺﾞｳﾉ ﾀｲｾｲ

7 C684 黒川　幸誠(1) 福岡城南中 7 C169 合野　泰政(2) 席田中

ｼﾊﾞ ｼﾝﾉｽｹ ﾐﾔｻﾞﾄ ﾅｵｷ

8 C98 柴　慎之介(2) 内浜中 8 C507 宮里　直樹(1) 野間中

ﾔｽﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｻﾙﾜﾀﾘ ﾘｭｳﾄ

9 C381 安永　紳一郎(2) 野間中 9 C746 猿渡　琉仁(1) 和白丘中

15組 風(+/-    ) 16組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｼﾎｳﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ ｲﾅﾏﾀ ｺﾀﾛｳ

1 E1353 四方堂　翼(2) 古賀 1 C355 稲又　琥太郎(2) 三宅中

ｲｸﾀ ｷｽｹ ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾄ

2 C1539 生田　喜助(2) 高取中学校 2 C266 小川　誠人(2) 友泉中学校

ﾀﾅｶ ﾀｲｷ ｳﾒﾓﾄ ｾｲﾀﾛｳ

3 C327 田中　大貴(2) 姪浜中 3 C649 梅本　晟太郎(1) 内浜中

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂﾉﾘ ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｾｲ

4 C290 渡邊　篤憲(2) 那珂中学校 4 C492 岩元　悠星(1) 野間中

ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ ｸﾘｱｷ ｺｳｷ

5 E1670 中村　浩志朗(2) 福間 5 C340 栗秋　光希(2) 三宅中

ﾀﾉｳｴ ｿｳﾀ ﾐｽﾞｻｷ ｿｳﾏ

6 C892 田上　蒼大(1) 長丘中 6 C683 水﨑　颯馬(1) 玄洋中

ﾅｶｴ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳ

7 C413 中江　将太郎(2) 野間中 7 E1279 宮崎　凌(1) 糸島Jr.AC

ｵｵｲｼ ﾘｭｳｾｲ ﾋｬｸﾀｹ ｾｲﾏ

8 C851 大石　龍誠(1) 那珂中学校 8 C135 百武　誠真(2) 野間中

ｱｻｸﾗ ｴﾆｼ ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾀ

9 C345 朝倉　縁(2) 三宅中 9 E2042 松本　颯太(1) 福間

17組 風(+/-    ) 18組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾌｶﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝｽｹ

1 C350 深山　晋之介(2) 三宅中 1 C56 淸水　春佑(2) 高宮中

ﾀｶｵ ﾔﾏﾄ ﾐﾔｻｺ ﾕﾗ

2 E2200 高雄　大和(1) 粕屋東 2 C22 宮迫　夢昊(2) 玄洋中

ｱﾗｷ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾂﾙﾐ ｿｳﾀ

3 C871 荒木　竜之助(1) 友泉中学校 3 C1466 鶴見　聡大(3) 三宅中

ﾀｹﾄﾐ ﾏｻﾑﾈ ｲﾗﾌﾞ ｱﾗﾀ

4 C134 武富　理能(2) 野間中 4 C264 伊良部　新(2) 友泉中学校

ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷ ｳﾗﾉ ﾖｳｼﾞ

5 C346 長尾　祐貴(2) 三宅中 5 C356 浦野　蓉士(2) 三宅中

ﾖﾈｸﾗ ﾕｳｹﾝ ﾅｶﾞﾉ ﾀｲﾁ

6 C1587 米倉　友絢(2) 下山門中 6 C354 永野　太智(2) 三宅中

ｷﾖﾀ ｺｳｷ ﾂﾙﾏﾙ ｺｳｽｹ

7 C757 清田　晃希(1) 和白丘中 7 C1580 鶴丸　康輔(2) 下山門中

ﾀｶﾊﾞ ｲﾌﾞｷ ｵﾀﾞ ｴｲｼﾝ

8 E1638 髙場　伊吹(2) 福間東中 8 E1236 小田　英心(2) 志摩

ｵﾉ ｱｻﾋ ｲｲﾂﾞｶ ｼｭｳｲﾁﾛｳ

9 C366 小野　あさひ(2) 壱岐中 9 C774 飯塚　鷲一朗(1) 附属福岡中



中学男子100m

10月30日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　59組

19組 風(+/-    ) 20組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼ ﾋﾙﾀ ｼｮｳｾｲ

1 C938 山口　昊士(1) 金武中 1 E2010 蛭田　渉正(1) 福間東中

ﾅｶﾀﾆ ｱｷﾗ ｻｶｲ ｼﾝ

2 C104 中谷　光(2) 内浜中 2 E2218 坂井　心(1) 粕屋

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾑ ｺｳﾉ ｱﾂﾄｼ

3 C294 山口　浩生(2) 金武中 3 C1543 向野　敦利(2) 高取中学校

ｲｼｶﾜ ｾｲｹﾞﾝ ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾃﾞｷ

4 C147 石川　青玄(2) 和白中 4 C526 大久保　秀樹(1) 姪浜中

ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔﾄ ｲﾄｳ ﾕｳﾄ

5 C351 原田　彩豊(2) 三宅中 5 C850 伊藤　悠斗(1) 那珂中学校

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ ｵｶﾞﾜ ｺｳｼﾝ

6 C637 山口　拓也(1) 西南学院中 6 C338 小川　功深(2) 三宅中

ﾊﾏｼｮｳｼﾞ ｶﾅﾀ ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼｭﾝ

7 C527 濵小路　遥大(1) 姪浜中 7 C657 立花　俊(1) 内浜中

ｳｻ ｺｳｽｹ ｶﾜｸﾎﾞ ﾊﾙﾄ

8 C487 宇佐　公助(1) 原北中学校 8 C723 川久保　遙人(2) 下山門中

ﾌｼﾞｶﾜ ﾊﾙﾋﾛ ｴﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ

9 C272 藤川　晴廣(2) 友泉中学校 9 C24 衛藤　駿平(2) 百道中

21組 風(+/-    ) 22組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｲｾﾘ ｿﾗ ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ

1 C480 井芹　蒼空(1) 原北中学校 1 C137 川上　龍之介(2) 和白中

ﾌｼﾞﾄ ﾘｮｳ ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ

2 C30 藤戸　凌(2) 百道中 2 C460 藤田　悠聖(1) 高取中学校

ﾀｶﾓﾘ ｼﾞﾝｾｲ ｸｻﾊﾞ ｲｸﾔ

3 E2009 高森　仁誠(1) 福間東中 3 C337 草場　郁哉(2) 三宅中

ｸﾎﾞ ｱｵｲ ｲﾜｵ ﾀｸﾐ

4 C300 久保　碧海(2) 原北中学校 4 E1401 岩尾　拓海(2) 篠栗

ｲﾓﾄ ﾙｲ ｻﾄﾐ ﾕｳｾｲ

5 C1584 井本　流生(2) 下山門中 5 C216 里見　結生(2) 城西中

ﾏｴﾀﾞ ｷﾖﾄ ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾏ

6 E2225 前田　聖登(1) 粕屋 6 C339 松本　優真(2) 三宅中

ﾀｶﾀﾞﾕｷｼﾞ ｻﾄｶﾀ ﾕｳﾄ

7 C459 髙田　鵬司(1) 高取中学校 7 C32 里方　優斗(2) 百道中

ｺﾝﾔ ｱｷﾋﾄ ﾌｼﾞｲ ﾊﾔﾄ

8 C481 紺谷　明人(1) 原北中学校 8 C724 藤井　颯斗(1) 下山門中

ｱﾍﾞ ﾖｳｽｹ ﾐﾄﾒ ｿｳｲﾁﾛｳ

9 C344 阿部　洋介(2) 三宅中 9 C322 三留　宗一郎(2) 板付中

23組 風(+/-    ) 24組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲﾄ ﾖｺﾐﾈ ｶｲﾄ

1 C212 山﨑　啓仁(2) 城西中 1 C993 横峰　海人(2) 三宅中

ﾀｶﾊｼ ﾙﾅﾄ ﾎﾘﾉｳﾁ ｱｷﾄ

2 C28 高橋　瑠月(2) 百道中 2 C882 堀之内　章人(1) 友泉中学校

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｷﾋﾄ ｷｼ ｺﾊｸ

3 C668 山口　時史(1) 内浜中 3 C854 岸　虎白(1) 那珂中学校

ﾆｼｿﾞﾉ ﾏｻﾄ ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ

4 C369 西園　大翔(2) 壱岐中 4 C347 中村　航太(2) 三宅中

ｺﾞﾝ ﾉﾘﾋｺ ﾌｸﾔﾏ ｷﾗ

5 C631 権　徳彦(2) 西南学院中 5 C880 福山　輝(1) 友泉中学校

ﾂﾂﾐ ｹﾝﾀ ｵｵｶﾞﾐ ﾚﾝｼﾝ

6 C37 堤　謙太(2) 香椎第２ 6 C970 大神　蓮心(1) 内浜中

ｽﾅｶﾜ ｺｳﾔ ﾂﾙｻｷ ｺｳﾀﾞｲ

7 C348 砂川　空也(2) 三宅中 7 C269 鶴﨑　広大(2) 友泉中学校

ｲﾄｳ ﾕｳﾏ ｷｿ ﾕｳｽｹ

8 C489 伊藤　優真(1) 野間中 8 C267 木曽　結介(2) 友泉中学校

ﾌｸｼﾏ ｴｲﾀ ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾄ

9 E1354 福島　瑛太(2) 古賀 9 C482 松下　優人(1) 原北中学校



中学男子100m

10月30日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　59組

25組 風(+/-    ) 26組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ

1 C900 山本　晴貴(1) 長丘中 1 C721 山田　奏(1) 長尾中

ﾏｴｼﾞﾏ ﾋﾅﾀ ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳﾀﾞｲ

2 C983 前島　暖(2) 西南学院中 2 C909 冨永　虹大(1) 三宅中

ｻﾄｳ ｶｲﾘ ｿﾉﾀﾞ ｴｲﾄ

3 C901 佐藤　快吏(1) 三宅中 3 C602 園田　瑛大(1) 高宮中

ﾏｷﾔﾏ ｿｳｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ

4 C271 牧山　奏佑(2) 友泉中学校 4 E2106 小林　玲和(1) 志免

ｼﾃ ｶｲﾄ ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ

5 E2176 志手　海斗(1) 古賀 5 C400 藤田　浩太朗(2) 和白中

ｲﾊﾗ ﾘｸ ﾖｼﾑﾗ ﾀｲｷ

6 C770 井原　陸(2) 西南学院中 6 E2115 吉村　大樹(1) 志免

ｻﾄｳ ﾘｮｳ ﾐｽﾞﾓﾄ ｶｲﾄ

7 C268 佐藤　稜(2) 友泉中学校 7 E2122 水元　快斗(1) 志免

ｱｼﾏ ﾋﾅﾀ ﾀｶｽｶﾞ ｺｳﾀ

8 E2245 芦馬　陽向(2) 志免 8 C434 髙須賀　虹太(2) 高宮中

ｲﾏﾁ ﾋｮｳ ﾓﾘﾓﾄ ｴｲﾀ

9 E1366 井町　彪王(2) 志免東 9 C308 森本　瑛大(2) 原北中学校

27組 風(+/-    ) 28組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｺｳﾘﾔﾏ ﾕｳｷ ｳｲｹ ﾘｵ

1 C514 郡山　勇喜(1) 梅林中 1 C493 鵜池　理央(1) 野間中

ﾆｼ ﾕｳﾄ ﾔﾏｻｷ ｹﾞﾝｼﾛｳ

2 C430 西　勇飛(2) 福岡城南中 2 C69 山崎　弦志郎(2) 福岡城南中

ｼﾝｶﾜ ｳｷｮｳ ｱﾘｽﾐ ｲﾁﾄ

3 C523 新川　右京(1) 姪浜中 3 C63 有隅　一遂(2) 福岡城南中

ﾜｾﾀﾞ ｼｭﾝ ﾖｼﾀﾞ ｷﾖﾄ

4 C529 早稲田　旬(1) 姪浜中 4 C70 吉田　清人(2) 福岡城南中

ｿﾉﾔﾏ ﾘｮｳｷ ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾂｵﾐ

5 C856 園山　稜喜(1) 那珂中学校 5 C666 松村　隆臣(1) 内浜中

ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾀ

6 C925 佐藤　悠翔(1) 金武中 6 C656 鈴木　寿多(1) 内浜中

ｽﾏ ﾚﾝﾄ ｵｵﾀﾆ ﾕｳｺﾞ

7 C451 須磨　蓮都(1) 板付中 7 C265 大谷　侑瑚(2) 友泉中学校

ｲﾁﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾓﾄﾔﾏ ｴｲｿﾞｳ

8 C524 市田　峻太郎(1) 姪浜中 8 C525 本山　瑛三(1) 姪浜中

ｴｸﾞﾁ ｴｲｼﾝ ﾀｷﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

9 C72 江口　瑛心(2) 福岡城南中 9 C528 滝元　洸太郎(1) 姪浜中

29組 風(+/-    ) 30組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ ｻｶﾏｷ ﾂｸﾞﾏ

1 C989 山口　一馬(2) 福岡城南中 1 C890 坂巻　継馬(1) 長丘中

ﾋﾔﾏ ｹｲﾀ ｺｵﾘﾔﾏ ﾊﾙﾔ

2 C694 日山　恵汰(1) 福岡城南中 2 C717 郡山　遙也(1) 長尾中

ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾐ ｼｲﾊﾞ ｶｲﾄ

3 C667 安田　拓海(1) 内浜中 3 E1973 椎葉　快斗(1) 筑山

ﾑﾗﾀ ｿｳﾏ ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾏ

4 C530 村田　蒼馬(1) 姪浜中 4 E2215 今泉　遼馬(1) 粕屋

ｶﾞｳ ｼｮｳﾀ ﾄｳﾉ ﾕｳｾｲ

5 C533 我有　翔太(1) 姪浜中 5 C532 東野　夢聖(1) 姪浜中

ｻﾄｳ ﾀｸﾐ ﾀﾞﾃ ﾕｳﾄ

6 C531 佐藤　匠(1) 姪浜中 6 C1583 伊達　悠人(2) 下山門中

ﾂﾈﾉ ﾐｽﾞｷ ｷﾀﾋﾗ ﾅｵﾂｸﾞ

7 C659 常野　瑞希(1) 内浜中 7 C453 北平　直嗣(1) 板付中

ｺｼﾞｵ ﾘｮｳ ｲｼﾏﾙ ﾗｲｷ

8 C653 小椎尾　遼(1) 内浜中 8 C807 石丸　來輝(1) 席田中

ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ ﾔﾏﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

9 C658 田中　和珠稀(1) 内浜中 9 C820 山村　亮太(1) 多々良中



中学男子100m

10月30日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　59組

31組 風(+/-    ) 32組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀｶﾞﾐ ﾀｲｶﾞ ﾄﾐﾔｽ ﾘｮｳﾀ

1 C191 田上　大雅(2) 梅林中 1 E1560 富安　亮太(2) 筑山

ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙｷ ﾌﾙｶﾜ ｻﾁﾉﾘ

2 E1335 松下　遥輝(2) 粕屋東 2 C802 古川　幸典(1) 城西中

ﾀｶﾅﾐ ﾀｶﾄ ｺｶﾞ ﾋﾃﾞﾋｺ

3 C485 高浪　天人(1) 原北中学校 3 E1943 古賀　秀彦(1) 筑山

ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾑ ﾄｻﾞﾜ ﾘｸ

4 C777 田中　大夢(1) 附属福岡中 4 C52 戸澤　利久(2) 高宮中

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ ｵｵﾊｼ ｼﾞｮｳ

5 C1566 渡部　勇真(2) 附属福岡中 5 C484 大橋　成(1) 原北中学校

ｵﾁ ｻﾔﾄ ﾄﾏﾁ ﾏｻﾔ

6 C763 越智　聖弥大(1) 壱岐中 6 C765 戸町　雅哉(1) 壱岐中

ﾀｹｳﾁ ﾔﾏﾄ ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭｳ

7 C303 竹内　大和(2) 原北中学校 7 C226 谷口　柊宥(2) 多々良中

ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ ｲﾇｲ ﾀｲｽｹ

8 C310 近藤　咲太(2) 原北中学校 8 C490 乾　泰輔(1) 野間中

ﾏﾂｵ ﾕｳﾏ ﾏﾂﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ

9 C370 松尾　有馬(2) 壱岐中 9 C398 松山　智祐(2) 長丘中

33組 風(+/-    ) 34組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ ｺｳﾊﾗ ｿﾗ

1 C875 岡田　一希(1) 友泉中学校 1 E1942 甲原　空(1) 筑山

ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝｲﾁ ｵｵｶﾜ ｺｳ

2 E2154 藤本　俊一(1) 志免東 2 C852 大川　皇(1) 那珂中学校

ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾅﾀ ﾔﾏｼﾅ ﾊﾙ

3 C878 徳永　陽大(1) 友泉中学校 3 C110 山科　瑶(2) 内浜中

ﾌﾙｼｮｳ ﾋﾄﾔｽ ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ

4 C681 古荘　仁康(1) 玄洋中 4 C651 岡田　陽斗(1) 内浜中

ﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ﾅｶﾞｴ ﾚｲ

5 E2054 原　雄大(1) 福間 5 C701 長江　伶(1) 福岡城南中

ｷﾑﾗ ｷﾞﾝﾀ ﾆｯﾀ ﾘｸﾄ

6 C888 木村　銀汰(1) 長丘中 6 C633 新田　陸人(1) 西南学院中

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ ﾄｸﾏﾙ ｹﾞﾝｼﾞ

7 C614 山口　泰和(1) 高宮中 7 C660 徳丸　源治(1) 内浜中

ﾔｽｺｳﾁ ｼｭｳｼﾞ ｵｵﾀﾆ ｱｻﾋ

8 C754 安河内　柊仁(1) 和白丘中 8 C292 大谷　旭(2) 金武中

ｵｵﾂｶ ｿｳｲﾁﾛｳ ｳｼｼﾞﾏ ﾕｳｷ

9 C603 大塚　蒼一郎(1) 高宮中 9 C648 牛嶋　悠輝(1) 内浜中

35組 風(+/-    ) 36組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｲﾁﾊﾞ ﾔﾏﾄ ﾀｶﾏﾂ ｼﾘｭｳ

1 E2197 市場　大登(1) 粕屋東 1 C800 髙松　獅琉(1) 城西中

ﾕﾀﾆ ｿﾗ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ

2 C44 油谷　昊(2) 長尾中 2 C776 山田　悠貴(1) 附属福岡中

ｴｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾌﾞ ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｽｹ

3 C812 江口　雅信(1) 多々良中 3 C876 児玉　有翼(1) 友泉中学校

ｵｼｻﾞｷ ﾀｸﾐ ｼｮｳｼﾞﾏ ﾁｱｷ

4 C910 鴛﨑　巧(1) 三宅中 4 C908 生島　直瑛(1) 三宅中

ﾌﾙｿｳ ﾋﾅﾀ ｲﾉｳｴ ﾋｶﾙ

5 C768 古相　日向(1) 壱岐中 5 E2072 井上　輝(1) 福間

ﾌｼﾞﾀ ｿｳﾏ ﾋﾗｲ ﾄﾓｷ

6 C505 藤田　蒼真(1) 野間中 6 E1944 平位　知暉(1) 筑山

ﾅｶﾀ ｼｮｳﾀ

7 C894 中田　翔太(1) 長丘中 7 C914 金井　遼(1) 三宅中

ｱﾍﾞ ｺｳﾀ ﾀﾊﾞﾀ ｱﾕﾑ

8 E2013 安部　亘汰(1) 福間東中 8 E2105 田畑　歩望(1) 篠栗

ﾏﾂｵ ﾕｳｾｲ ｸﾞﾝﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

9 C483 松尾　優成(1) 原北中学校 9 C45 郡田　涼介(2) 長尾中



中学男子100m

10月30日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　59組

37組 風(+/-    ) 38組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ ﾆｯﾀ ｼﾞｭﾝﾔ

1 C881 古川　幸太郎(1) 友泉中学校 1 C934 新田　純也(1) 金武中

ｺﾊﾞ ｼﾝﾍﾟｲ ｻｻｷ ｺｳｾｲ

2 C889 古場　新平(1) 長丘中 2 C936 佐々木　皇成(1) 金武中

ﾉﾑﾗ ｼｭｳﾔ ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾐ

3 C911 野村　柊弥(1) 三宅中 3 C517 中山　琢己(1) 梅林中

ﾕｳｷ ﾀｸﾔ ｲﾉｳｴ ｶｹﾙ

4 C885 結城　拓也(1) 友泉中学校 4 C1579 井上　駆琉(2) 下山門中

ｶﾄｳ ｼｭﾝ ｳｶﾞ ﾖｼｷ

5 E2050 加藤　駿(1) 福間 5 C867 宇賀　芳樹(1) 能古中

ﾆｼﾉ ﾀｹﾙ ｸﾏﾉ

6 C745 西野　尊晴(1) 和白丘中 6 C905 熊野　悠翔(1) 三宅中

ｺﾞﾄｳ ﾕﾀｶ ｶﾀﾊﾗ ｿﾗ

7 C877 後藤　優(1) 友泉中学校 7 C749 片原　奏楽(1) 和白丘中

ｸﾛﾀﾞ ｱｷﾄ ｵｵﾔ ﾘｸ

8 C907 黒田　義斗(1) 三宅中 8 C608 大屋　璃空(1) 高宮中

ｵｵﾂﾙ ﾘｭｳﾄ ｲｹｸﾞﾁ ﾋｶﾙ

9 C874 大鶴　竜登(1) 友泉中学校 9 C916 池口　輝(1) 三宅中

39組 風(+/-    ) 40組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｱﾘｴ ﾄｳｼﾛｳ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾏ

1 C915 有江　竜志朗(1) 三宅中 1 C636 松元　隆真(1) 西南学院中

ｵﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ ﾐﾔﾉ ﾕｳｶﾞ

2 C939 織田　彪雅(1) 金武中 2 C798 宮野　雄河(1) 城西中

ﾋﾛｾ ﾚｵﾄ ｲｼﾏﾙ ﾊﾔﾄ

3 C299 廣瀬　玲央斗(2) 金武中 3 0 石丸　敏斗(1) 三宅中

ｻｲﾄｳ ﾕｳﾋ ｸｻﾉ ｿｳﾀ

4 C912 斎藤　悠陽(1) 三宅中 4 C321 草野　爽太(2) 板付中

ﾌﾙｶﾜ ｹﾝ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｿｳﾏ

5 C699 古川　兼(1) 福岡城南中 5 E2153 榊原　颯真(1) 志免東

ﾔﾂﾅﾐ ｶｲﾄ ﾀｹﾔｽ ﾊﾙﾏ

6 C700 八並　海斗(1) 福岡城南中 6 C750 竹安　悠馬(1) 和白丘中

ﾅｶﾊﾗ ｿｳﾀ ﾏｽｵ ﾘﾋﾄ

7 C687 中原　聡太(1) 福岡城南中 7 C869 増尾　璃人(1) 能古中

ｵｶﾞﾀ ｿｳｽｹ ﾄ ﾕﾝﾊﾝ

8 C512 緒方　颯助(1) 梅林中 8 C632 ?　　耘凡(1) 西南学院中

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾞﾝｶｲ ｶﾜﾑﾗ ﾘｸ

9 C686 山口　玄海(1) 福岡城南中 9 C450 河村　陸(1) 板付中

41組 風(+/-    ) 42組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ

1 C662 中村　晴葵(1) 内浜中 1 C634 橋本　悠希(1) 西南学院中

ﾑﾗｶﾐ ｳｷｮｳ ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙｷ

2 C178 村上　右京(2) 席田中 2 E2243 吉村　春紀(1) 志免

ﾊﾔｼ ｹﾝﾀ ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝｾｲ

3 C502 林　賢太(1) 野間中 3 E2203 中村　仁晴(1) 粕屋東

ｺﾞｳﾀﾞ ﾏｻｷ ﾏﾂﾀﾞ ﾗｲﾄ

4 C716 郷田　将希(1) 長尾中 4 C665 松田　来斗(1) 内浜中

ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛﾏｻ ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ

5 C607 宮原　寛昌(1) 高宮中 5 C501 寺田　匠(1) 野間中

ﾋﾗｶﾜ ﾀｲｾｲ ｸﾞﾝｼﾞｼﾏ ｱﾕﾑ

6 E2165 平川　大晴(1) 古賀 6 C652 郡司嶋　歩(1) 内浜中

ｲﾜｻｷ ﾘｵﾝ ｵｵｻｷ ﾊﾔﾄ

7 C985 岩崎　利音(1) 席田中 7 E2216 大崎　颯仁(1) 粕屋

ﾔﾋﾛ ｼﾝ ｴｻﾞｷ ｷｮｳﾍｲ

8 C57 八尋　心(2) 高宮中 8 C756 江﨑　恭兵(1) 和白丘中

ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾋ ﾌﾅｺｼ ﾕｳﾀ

9 C504 平田　和陽(1) 野間中 9 C898 船越　優太(1) 長丘中



中学男子100m

10月30日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　59組

43組 風(+/-    ) 44組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾅｶﾆｼ ﾊﾔﾄ ﾊﾔｼﾀﾞ ｿｳｽｹ

1 C661 中西　駿斗(1) 内浜中 1 E2103 林田　湊介(1) 篠栗

ﾅｶﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾔ

2 C685 中田　隆太郎(1) 福岡城南中 2 E2167 山本　聖也(1) 古賀

ｼﾌﾞﾀﾆ ｶｲﾄ ﾋﾛｾ ﾌﾐﾄ

3 C99 渋谷　海琉(2) 内浜中 3 C896 廣瀬　史杜(1) 長丘中

ﾀｹﾂｸﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ｵｵﾂｶ ﾊﾔﾄ

4 C498 武次　秦太朗(1) 野間中 4 C613 大塚　隼人(1) 高宮中

ﾏﾜﾀﾘ ﾚｲｼﾞ ｻｸﾗｲ ﾘｭｳｾｲ

5 C506 馬渡　伶士(1) 野間中 5 E2155 桜井　龍生(1) 志免東

ｲﾉｳｴ ｿﾗ ﾊﾗﾑﾗ ﾜﾀﾙ

6 E2198 井上　蒼徠(1) 粕屋東 6 C503 原村　超(1) 野間中

ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｶﾞ ｴﾓﾄ ｱﾕﾑ

7 C497 澤田　優雅(1) 野間中 7 C690 江本　歩生(1) 福岡城南中

ﾊﾔｶﾜ ﾙｶ ｽｶﾞﾇﾏ ｺｳﾀﾛｳ

8 C946 早川　琉翔(1) 和白中 8 C172 菅沼　光太郎(2) 席田中

ｺｳﾀﾞ ｺﾀﾛｳ ﾅｶﾞｵ  ﾊﾙﾏ

9 C698 香田　虎太朗(1) 福岡城南中 9 E1404 永尾　遥真(2) 篠栗

45組 風(+/-    ) 46組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｺｯｸｽ ﾈｲﾄ ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ

1 C616 コックス　音人(1) 高宮中 1 C784 近藤　直希(1) 筑紫丘中

ﾔﾏｼﾀ ﾃｯﾀ ﾅﾏﾂﾞ ﾀｲｼ

2 C519 山下　鉄太(1) 梅林中 2 C779 生津　太嗣(2) 筑紫丘中

ﾏﾙｵ ﾔﾏﾄ ｾﾄｸﾞﾁ ﾊﾙ

3 C870 丸尾　大和(1) 能古中 3 C789 瀬戸口　陽(1) 筑紫丘中

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ ｲｼﾀﾞ ｾﾅ

4 C610 藤原　悠佑(1) 高宮中 4 E2173 石田　聖直(1) 古賀

ﾂﾙﾀﾞ ﾖﾘﾄ ﾆﾑﾗ ﾅｺﾞﾑ

5 C500 鶴田　頼斗(1) 野間中 5 C785 仁村　和夢(1) 筑紫丘中

ﾄﾘｶｲ ｺｳﾍｲ ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ

6 C516 鳥飼　航平(1) 梅林中 6 E1268 井上　優太(1) 志摩

ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ｼﾝﾊﾞﾗ ﾕｳﾄ

7 C868 本田　一博(1) 能古中 7 E2179 新原　友翔(1) 古賀

ﾕｱｻ ﾊﾙﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｾｲ

8 C521 湯浅　晴人(1) 梅林中 8 C162 山口　純聖(2) 筑紫丘中

ﾃｼﾏ ﾊﾙｷ ﾅｶｼﾏ ﾀｲｾｲ

9 C893 手島　悠輝(1) 長丘中 9 C790 中島　大成(1) 筑紫丘中

47組 風(+/-    ) 48組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｵﾇｷ ﾊﾙﾄ ﾑｶｲ ｿｳﾀ

1 C788 小貫　陽人(1) 筑紫丘中 1 C161 向井　颯汰(2) 筑紫丘中

ﾔﾏｼﾀ ﾀｲｷ ｷﾓﾄ ﾊﾙﾋｻ

2 C373 山下　大貴(2) 曰佐中 2 C14 木元　陽悠(2) 玄洋中

ﾏﾂｸﾞﾏ ｱｻﾋ ﾌｶﾀﾆ ｼｭﾝ

3 C780 松隈　朝聖(2) 筑紫丘中 3 C4 深谷　駿(2) 元岡中

ｳﾊﾞ ｿｳﾀ ﾋｺﾞ ﾘｭｳｾｲ

4 C782 姥　湊太(1) 筑紫丘中 4 C77 肥後　琉星(2) 柏原中

ｵｵﾀ ﾊﾙｷ ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ

5 C794 太田　悠稀(1) 筑紫丘中 5 C78 加藤　準也(2) 柏原中

ﾀｶﾀﾞ ﾊﾙｵﾐ ｲﾑﾗ ﾔﾏﾄ

6 C815 高田　治臣(1) 多々良中 6 C76 井村　大和(2) 柏原中

ﾊｼﾓﾄ ﾀﾂｷ ｲｲﾀﾞ ｶｲﾄ

7 C157 橋本　樹季(2) 筑紫丘中 7 C79 飯田　海翔(2) 柏原中

ﾐｻｶ ﾀｸﾏ ｻｺ ｼｮｳﾀ

8 C160 三坂　拓摩(2) 筑紫丘中 8 C154 迫　尚汰(2) 筑紫丘中

ｵｵﾊﾞ ｿｳｽｹ ﾊﾀｴ ﾕｳｺﾞ

9 C618 大場　荘介(1) 曰佐中 9 C11 畑江　優冴(2) 元岡中



中学男子100m

10月30日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　59組

49組 風(+/-    ) 50組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾖｼﾑﾗ ｱﾕﾀ ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾏ

1 C598 吉村　愛結太(1) 元岡中 1 C1571 石田　涼馬(2) 筑紫丘中

ｸﾏﾓﾄ ｿｳﾀ ﾀｼﾛ ﾊﾔﾄ

2 C587 隈本　創太(1) 元岡中 2 C751 田代　颯大(1) 和白丘中

ﾀｶﾊｼ ｸｳﾔ ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾔﾄ

3 C801 髙橋　空也(1) 城西中 3 E2057 村山　隼士(1) 福間

ﾖｼﾀｹ ﾔﾏﾄ ｲﾉｳｴ ﾘｭｳｼﾝ

4 E2066 吉武　大和(1) 福間 4 C82 井上　瑠心(2) 柏原中

ｼﾊﾞﾀ ﾃﾙﾄ ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ

5 C49 柴田　輝翔(2) 長尾中 5 C919 安東　昊輝(1) 柏原中

ﾖﾈﾐﾂ ﾕｲﾄ ﾀｶｻｷ ｶｲﾄ

6 C596 米満　結翔(1) 元岡中 6 C917 高﨑　海翔(1) 柏原中

ｶｶﾞﾜ ﾀｹﾙ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼ

7 C5 香川　尊琉(2) 元岡中 7 C918 近藤　祐誌(1) 柏原中

ｵｵﾂﾎﾞ ｱﾗﾀ ｶﾄｳ ｹﾝ

8 C760 大坪　新(1) 元岡中 8 C744 加藤　賢(1) 和白丘中

ﾀｶﾊｼ ﾏｷｵ ﾅｶﾑﾗ  ﾕｳ

9 C3 高橋　真希郎(2) 元岡中 9 C127 中村　優友(2) 和白丘中

51組 風(+/-    ) 52組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｻｶﾓﾄ ｺｳｶﾞ ｲｳﾗ ﾀｸﾐ

1 C755 坂本　滉峨(1) 和白丘中 1 C837 井浦　匠(1) 片江中学校

ﾉﾀﾞ ｿｳｽｹ ｷﾖﾄﾓ ｺｳｼﾞ

2 C995 野田　蒼介(1) 柏原中 2 C387 清塘　昊司(2) 片江中学校

ｻｻｷ ﾘｮｳｶﾞ ﾀｶｻﾞﾜ ﾕｳﾄ

3 C831 佐々木　凌翔(1) 片江中学校 3 C824 高澤　悠士(1) 片江中学校

ｶﾜｶﾐ ﾊｯｻｸ ﾖﾂﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾔ

4 C832 川上　八朔(1) 片江中学校 4 C844 四ツ柳　有哉(1) 片江中学校

ﾀﾅｶ ｱｵｲ ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾏｻ

5 C833 田中　葵(1) 片江中学校 5 C968 田中　和優(1) 片江中学校

ｻｶﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ ｲｹﾀﾞ ﾊﾔﾄ

6 C822 坂本　悠月(1) 片江中学校 6 E2139 池田　隼人(1) 新宮

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳ ﾁｭｳﾏﾝ ﾀｸﾐ

7 C828 渡邊　暁(1) 片江中学校 7 E2125 中馬　拓海(1) 新宮

ｲｹﾀﾞ ｲﾌﾞｷ ﾓﾄﾔﾏ ﾕｳﾄ

8 C829 池田　伊吹(1) 片江中学校 8 C827 本山　裕翔(1) 片江中学校

ｸﾘﾔﾏ ﾊﾙｷ ｴﾉﾓﾄ ﾗｲﾄ

9 C1314 栗山　悠希(3) 長丘中 9 C422 榎本　頼人(2) 片江中学校

53組 風(+/-    ) 54組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀｸﾞﾏ ﾏｺﾞﾕｷ ﾂｼﾞﾓﾄ ﾀﾂｷ

1 C842 田熊　孫行(1) 片江中学校 1 C174 辻本　竜輝(2) 席田中

ﾏﾂｵｶ ﾀﾂｷ ｷﾑﾗ ﾀｲｶﾞ

2 C838 松岡　龍希(1) 片江中学校 2 E2039 木村　泰雅(2) 福間

ｵｶﾓﾄ ｹﾝｺﾞ ｷﾀﾑﾗ ｱｻﾋ

3 C840 岡本　健吾(1) 片江中学校 3 E1664 北村　旭(2) 福間

ｱﾈｶﾞﾜ ﾗｲｶﾞ ｼﾊﾞﾀ ｱｵﾄ

4 C806 姉川　雷雅(1) 席田中 4 C389 柴田　葵音(2) 片江中学校

ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾄ ﾘｭｳ ｶﾝﾀ

5 E1712 原田　和門(2) 福間 5 C390 龍　環太(2) 片江中学校

ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾞｲ ｶﾏﾁ ﾊﾙﾏ

6 E1660 村上　悠大(2) 福間 6 C384 蒲地　遥麻(2) 片江中学校

ﾐﾊﾗ ﾀｹﾙ ﾆｲﾊﾗ ﾕｳｼ

7 E1705 三原　健(2) 福間 7 C393 新原　悠史(2) 片江中学校

ﾅﾐﾄ ﾊﾙｷ ｾﾄ ﾀﾞｲｽｹ

8 C923 波戸　遥希(1) 片江中学校 8 E1709 瀬戸　大亮(2) 福間

ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾋﾄ

9 E1713 原田　翔伍(2) 福間 9 E1666 山口　璃人(2) 福間



中学男子100m

10月30日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　59組

55組 風(+/-    ) 56組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾑﾗｶﾐ ｶｹﾙ ﾀｹｲ ｱｶﾂｷ

1 C405 村上　翔勇(2) 片江中学校 1 E1380 竹井　暁輝(2) 新宮東

ｸﾛﾀﾞ ｹﾞﾝ ﾋｻｼﾞﾏ ﾕｳﾏ

2 C385 黒田　彦(2) 片江中学校 2 E1382 久島　侑真(2) 新宮東

ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｵｶﾓﾄ ｱｷﾗ

3 E2137 武田　翔太(1) 新宮 3 C1541 岡元　章(2) 高取中学校

ｵｵｶﾜ ｶｲﾄ ﾉﾀﾞ ﾊﾙﾄ

4 C1540 大川　海渡(2) 高取中学校 4 E2075 野田　悠人(1) 福間

ﾀﾁﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ ﾊﾔｼ ｶﾂﾄ

5 E2128 立和田　悠貴(1) 新宮 5 C518 林　克(1) 梅林中

ﾄｸﾓﾄ ﾕｳｷ ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾀ

6 E1649 徳本　悠樹(2) 自由ヶ丘中 6 C793 増田　颯太(1) 筑紫丘中

ﾐﾔｹ ｶｴﾃﾞ ﾌｸｼﾏ ﾕｷﾋﾛ

7 E2058 三宅　楓(1) 福間 7 C786 福嶋　透大(1) 筑紫丘中

ｳｴﾔﾏ ｼｭﾝﾔ ﾐｽﾞﾀ ｺｳｷ

8 E2133 植山　春哉(1) 新宮 8 E2061 水田　航貴(1) 福間

ｶﾜﾑﾗ ﾘｸ ﾐｽﾞﾏ ﾕｳﾄ

9 E1455 川村　陸(2) 新宮 9 E2070 水摩　優翔(1) 福間

57組 風(+/-    ) 58組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾐｳﾗ ｺｳｽｹ ｵｶﾍﾞ ｱｷﾗ

1 C795 三浦　康資(1) 筑紫丘中 1 C452 岡部　晃(1) 板付中

ﾉﾀﾞ ﾑﾂｷ ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｼﾝ

2 C791 野田　睦月(1) 筑紫丘中 2 E2067 今村　優心(1) 福間

ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾄ ﾅｶﾏ ｿｳｽｹ

3 C156 中川　敬翔(2) 筑紫丘中 3 C954 中間　奏佑(2) 板付中

ﾑﾗｼﾀ ﾄｳﾏ ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾀ

4 C796 村下　冬真(1) 筑紫丘中 4 E1761 中山　　漕汰(2) 新宮

ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙﾄ ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ

5 E1715 山中　陽仁(2) 福間 5 E1450 樋口　諒大(2) 新宮

ｲｼﾀﾞ ﾕｳｼﾝ ﾔﾅｶﾞ ｶﾅﾀ

6 C166 石田　勇心(2) 席田中 6 E1945 彌永　彼方(1) 筑山

ｲｷﾞｽ ﾕｳﾀﾞｲ ｳﾜｼﾞﾏ ｾﾞﾝ

7 E2044 伊規須　勇大(1) 福間 7 E2047 上島　善(1) 福間

ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾄ ｷﾀﾞﾆ ｼｮｳﾀﾛｳ

8 E2071 村上　晴大(1) 福間 8 E2130 木谷　昌太郎(1) 新宮

ﾊﾗｸﾞﾁ ｹｲｽｹ ｲﾁﾏﾙ ｾﾞﾝｼﾞﾛｳ

9 C792 原口　馨介(1) 筑紫丘中 9 E2063 市丸　善仁郎(1) 福間

59組 風(+/-    ) タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 1

ﾄﾐﾀ ﾖｼﾂﾈ

2 E2149 富田　義経(1) 新宮東 2

ｲﾁｶﾜ ﾄｳﾜ

3 E2147 市川　透羽(1) 新宮東 3

ｽｼﾞﾀ ﾀｸﾐ

4 E2052 筋田　逞心(1) 福間 4

ｵｷﾞﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

5 E2049 荻原　淳平(1) 福間 5

ｶﾜﾅﾐ ﾋﾛﾄ

6 E2051 川波　洋翔(1) 福間 6

ｶｻ ﾀｲｷ

7 E2068 笠　泰暉(1) 福間 7

ﾔﾏｻｷ ﾚﾝ

8 E1946 山﨑　廉人(1) 筑山 8

ｺﾔﾏ ｱﾂｷ

9 E1379 小山　敦季(2) 新宮東



中学男子3000m

10月30日 09:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳ ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ

1 D2105 近藤　優羽(2) CZAC 1 C295 中川　正信(2) 金武中

ﾔﾏﾀﾞ ｲｵﾘ ﾁﾜ ﾋﾛｱｷ

2 C7 山田　伊織(2) 元岡中 2 C227 智和　洋明(2) 多々良中

ﾂﾙﾊﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ

3 C332 鶴原　俊太郎(2) 姪浜中 3 C816 中山　廉大郎(1) 多々良中

ｻｻｷ ｶﾅﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ

4 E1825 佐々木　奏多(3) 前原西中 4 C333 中村　遼太郎(2) 姪浜中

ﾅｶｼﾏ ﾋﾋﾞｷ ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ

5 E964 中島　響(3) 志免東 5 E1635 西村　春飛(2) 福間東中

ﾅｶﾑﾗ ｾﾞｲﾝ ﾄﾖﾌｸ ﾀｶﾌﾐ

6 C55 中村　善(2) 高宮中 6 C1586 豊福　恭史(2) 下山門中

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ ﾌｼﾞﾉ ｻﾄｼ

7 C1547 吉田　悠矢(2) 高取中学校 7 C420 藤野　賢志(2) 城西中

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳ ｶﾈｺ ﾕｳｽｹ

8 C296 山口　修卯(2) 金武中 8 E1345 金子　悠介(2) 古賀

ｶﾒｶﾞﾜ ﾊﾙｷ ﾓﾘ ﾄｸｼﾞﾛｳ

9 C940 亀川　暖生(2) 金武中 9 E1620 森　篤治郎(2) 津屋崎中

ﾔﾅｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ ﾔｽﾅｶﾞ ﾋﾕｳ

10 C409 栁川　真広(2) 長尾中 10 E1731 安永　陽悠(1) 津屋崎中

ｶﾄﾞﾀ ﾕｳｾｲ ｳｴｻｶ ｶｲﾄ

11 E1824 門田　結生(3) 前原西中 11 C186 上坂　海翔(2) 梅林中

ｶﾜﾊﾞﾀ ｵｳｽｹ ﾜﾀﾞ ｲﾂｷ

12 C330 川端　桜介(2) 姪浜中 12 E1337 和田　樹(2) 粕屋東

ｸﾜﾅ ﾚｲｼﾞ ｲｹｳﾁ ﾁﾋﾛ

13 C435 桒名　羚次(2) 高取中学校 13 E1625 池内　千洋(2) 津屋崎中

ｲﾓﾄ ｿｳｼ ｸﾗﾓﾄ ｺｳｼ

14 E1432 井元　颯士(2) 志免 14 C96 蔵本　康史(2) 内浜中

ｱｶｻｷ ｿｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｼ

15 C1552 赤﨑　聡太(2) 高取中学校 15 C211 中村　泰士(2) 城西中

ｸﾘﾊﾗ ﾄﾓﾔ ｺｶﾞ ｹｲｽｹ

16 C208 栗原　知也(2) 城西中 16 E1341 古賀　圭亮(2) 古賀

ﾂｼﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ｳｼﾀﾞ ﾘｷ

17 C592 辻　健太朗(1) 元岡中 17 C1544 牛田　吏己(2) 高取中学校

ﾅｶ ﾀｲｾｲ ﾑﾗﾏﾂ ﾚﾝ

18 C590 仲　泰生(1) 元岡中 18 E1234 村松　漣(2) 前原西中

ｳﾗ ﾕｳﾄ ﾋｸﾞﾁ ﾀｲｾｲ

19 C81 浦　悠斗(2) 柏原中 19 E1407 樋口　泰誠(2) 篠栗

ｺﾔﾅｷﾞ ﾊﾙﾄ ﾆｼｼﾞﾏ ｶｦﾙ

20 C594 小柳　陽翔(1) 元岡中 20 E1561 西嶋　郁(2) 筑山

ﾄｸﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ ｼｲﾊﾞｼ ﾋﾛﾄ

21 C298 德田　翔太郎(2) 金武中 21 E1425 椎橋　洸仁(2) 志免

ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾄ ｲﾃﾞｳｴ ﾘｮｳ

22 C589 小柳　勇翔(1) 元岡中 22 C974 井手上　稜(2) 高取中学校

ﾏﾂｵｶ ﾄｳﾏ ﾔﾋﾛ ﾘｭｳﾄ

23 C193 松岡　冬馬(2) 梅林中 23 E1369 八尋　竜斗(2) 志免東

ｳﾗ ｿｳﾏ ﾁｮｳ ｺｳｽｹ

24 E1823 浦　蒼馬(3) 前原西中 24 E2202 長　煌介(1) 粕屋東

ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ ﾊｽｵ ﾜﾀﾙ

25 E1632 田中　鼓太郎(2) 福間東中 25 E1640 蓮尾　渉(2) 福間東中

ﾀｹﾊﾗ ｺﾊｸ ｶﾈｺ ﾋﾛ

26 E1826 竹原　琥珀(3) 前原西中 26 E1637 金子　陽路(2) 福間東中

ｵｶｻﾞｷ ｹｲﾄ ｱﾅｲ ﾋﾛﾄ

27 C136 岡﨑　圭利(2) 梅林中 27 E1343 穴井　大翔(2) 古賀

ｺｳﾛｷﾞ ﾂｶｻ ｸﾎﾞﾀ  ﾊﾙｷ

28 C187 興梠　司(2) 梅林中 28 C1590 久保田　陽希(2) 和白丘中

ﾏﾂｵ ﾘｮｳ ｼﾗﾍﾞ ﾊｸｱ

29 E1339 松尾　亮(2) 古賀 29 C1575 調　珀空(2) 和白丘中

ﾅｶｼﾏ ﾑｷﾞﾀ ﾑﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ

30 C401 中嶋　麦太(2) 金武中 30 C109 ムルツ　武頼按(2) 内浜中



中学男子3000m

10月30日 09:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

3組 4組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｼﾞｮｳ ﾊﾔﾄ ｼﾛﾔﾏ ﾊﾔﾄ

1 C809 城　颯利(1) 席田中 1 C725 城山　隼人(2) 下山門中

ｻｶｲ ｺｳﾉｽｹ ｷﾄﾞ ﾊﾙﾋﾄ

2 C814 酒井　康乃介(1) 多々良中 2 C691 城戸　晴仁(1) 福岡城南中

ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾀﾛｳ ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ

3 E2002 安藤　陽太郎(1) 津屋崎中 3 C693 中村　虹太(1) 福岡城南中

ｶﾅﾊﾗ ﾕｳﾄ ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ

4 E2001 金原　悠人(1) 津屋崎中 4 C692 中川　俊哉(1) 福岡城南中

ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ ｿﾝ ｹﾝﾄ

5 C509 山下　智也(1) 野間中 5 C36 宋　憲道(2) 香椎第２

ﾄｳ ﾕｷｵ ｲﾜﾐ ｺｳﾍｲ

6 E2109 藤　幸生(1) 志免 6 C639 岩見　康平(1) 香椎第２

ｳｼｵ ﾃｯﾀ ﾋﾗｵ ﾕｳｷ

7 C647 牛尾　哲太(1) 内浜中 7 C663 平尾　悠貴(1) 内浜中

ｲｼｼﾞﾏ ﾃﾙﾏｻ ｲｼﾂﾞ ﾕｳｷ

8 C207 石島　照正(2) 城西中 8 C184 石津　祐宜(2) 梅林中

ﾖｼﾕｷ ｴｲﾄ ﾅｶﾑﾗ ｱｻﾄ

9 C48 吉行　瑛飛(2) 長尾中 9 C926 中村　愛惺(1) 金武中

ﾀｶｴｽ ｴｲﾀ ｼﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ

10 C101 高江洲　瑛太(2) 内浜中 10 C654 嶋田　直倫(1) 内浜中

ﾅﾗｻﾞｷ ﾗｲﾙ ｾﾉｵ ﾀｲｷ

11 E1210 楢﨑　礼琉(2) 志摩 11 E1248 妹尾　太希(1) 前原西中

ﾋｸﾞﾁ ｹｲﾀ ﾊﾅﾓﾄ ｼｼﾏﾙ

12 E1667 樋口　慶太(2) 福間 12 C106 花本　獅史丸(2) 内浜中

ﾅｶｶﾞﾜﾗ ｿｳﾀ ﾀｶﾊｼ ﾔﾏﾄ

13 C210 中川原　爽太(2) 城西中 13 C59 髙橋　大統(2) 高宮中

ｲｹﾓﾄ ｶｲ ｼｭﾄｳ ｹﾞﾝｷ

14 C872 池本　佳惟(1) 友泉中学校 14 C655 首藤　元気(1) 内浜中

ﾀｹﾉｳﾁ ﾉﾌﾞﾖｼ ﾌｼﾞｵ ｺｳｽｹ

15 C219 竹之内　庸嘉(2) 城西中 15 C817 藤尾　晃介(1) 多々良中

ｽｴﾖｼ ﾘｳｾｲ ｺｶﾞ ﾋｻﾄ

16 C209 末吉　利生星(2) 城西中 16 E1633 古賀　久翔(2) 福間東中

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ ｴﾄｳ ｿｳﾏ

17 C1564 富永　遥斗(2) 附属福岡中 17 C931 江藤　蒼馬(1) 金武中

ｺｶﾞ ｼｭｳﾔ ｼﾏｲ ｹｲｼ

18 E1355 古賀　柊哉(2) 古賀 18 C718 島居　桂司(1) 長尾中

ﾌｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ ﾏｻｷ ｺｳｾｲ

19 E2012 深川　陽貴(1) 福間東中 19 C177 真崎　晃成(2) 席田中

ﾀﾃｲｼ ｼﾝｻｸ ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｷ

20 C1563 立石　晋作(2) 附属福岡中 20 C720 松浦　弘樹(1) 長尾中

ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾄ ｻﾄｳ ﾖｼﾔ

21 E1235 山田　瑛斗(2) 前原西中 21 C225 佐藤　喜也(2) 多々良中

ﾏｷ ｶﾝﾀﾛｳ ｶﾜｼﾏ ｶｲ

22 C664 牧　柑太郎(1) 内浜中 22 E1403 河島　快衣(2) 篠栗

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｽｹ ｸﾜﾉ ｿｳﾍｲ

23 C669 山田　耀介(1) 内浜中 23 C803 桑野　壮平(1) 城西中

ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝｺﾞ

24 E1648 後藤　大翔(2) 自由ヶ丘中 24 C65 本田　健悟(2) 福岡城南中

ｵﾎﾞ ﾕｳﾔ ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵﾔ

25 E1333 於保　裕也(2) 粕屋東 25 C928 宮本　直也(1) 金武中

ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾏ ﾊﾔｼ ｱｲﾄ

26 C695 本田　暖馬(1) 福岡城南中 26 C642 林　愛翔(1) 香椎第２

ﾔﾏﾅｶ ﾀｹﾋﾛ ｲｼﾊﾞ ﾚｵ

27 C696 山中　丈寛(1) 福岡城南中 27 C64 石場　蓮大(2) 福岡城南中

ｴﾘ ｺｳｽｹ ｽｷﾞﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ

28 C697 江里　幸翼(1) 福岡城南中 28 C932 杉山　恵一朗(1) 金武中

ﾖｼｶﾜ ﾚｵﾝ ｳﾁﾑﾗ ｲｵﾘ

29 C799 吉川　零恩(1) 城西中 29 E1645 内村　伊織(2) 自由ヶ丘中

ｼﾗｶﾞｷ ﾘｮｳｽｹ ﾄｳｹﾞ ｺｳｼﾛｳ

30 C80 白垣　諒祐(2) 柏原中 30 E1662 峠　煌志郎(2) 福間



中学男子3000m

10月30日 09:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

5組 6組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｳﾁﾉ ｿﾗ ﾊｷﾞｵ ｼｭﾝｽｹ

1 E1559 内野　颯蒼(2) 筑山 1 C747 萩尾　駿介(1) 和白丘中

ｻﾌﾞﾘ ｿｳﾏ ｱﾗﾏｷ ﾌｳﾄ

2 C542 佐分　蒼真(1) 姪浜中 2 E1663 荒牧　楓人(2) 福間

ﾅｶﾊﾗ ｿｳｽｹ ﾄﾞｲ ﾏｻｼｹﾞ

3 E1209 仲原　聡亮(2) 志摩 3 C719 土井　柾茂(1) 長尾中

ﾄﾏﾘ ｿｳｼ ﾀﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ

4 E2230 泊　宗志(1) 志免町陸友会 4 C499 田村　恭平(1) 野間中

ﾀﾅｶ ｱﾝｼﾞ ｳﾁﾀﾞ ﾋｻﾄ

5 C615 田中　杏治(1) 高宮中 5 C753 内田　久翔(1) 和白丘中

ﾅｶﾑﾗ ﾚﾂｼﾞ ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ

6 E1639 中村　烈次(2) 福間東中 6 E1212 山本　圭佑(2) 志摩

ﾌｼﾞｷ ﾊﾙﾋ ﾓｯﾃ ｹﾝﾄ

7 E1653 藤木　暖人(2) 自由ヶ丘中 7 C324 物袋　健人(2) 板付中

ﾓﾘﾀ ﾀｸﾐ ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾄ

8 E1211 森田　匠海(2) 志摩 8 E2118 松田　匠翔(1) 志免

ｸﾏﾓﾄ ｼｭｳﾔ ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾀ

9 E2101 熊本　柊哉(1) 篠栗 9 E1250 鈴木　柊太(1) 前原西中

ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾁﾄ ﾊﾏﾅｶ ｼｮｳﾍｲ

10 C601 中川　道登(1) 高宮中 10 E1233 濱中　翔平(2) 前原西中

ｶﾐﾊﾞﾔｼ ｼｭﾘ ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

11 C215 上林　珠吏(2) 城西中 11 E1342 大野　純平(2) 古賀

ﾌﾙｻﾄ ﾃﾝｾｲ ﾎﾘｴ ﾘｮｳｶﾞ

12 E1668 古里　天生(2) 福間 12 C987 堀江　凌駕(1) 高宮中

ｳｴﾉ ｿｳﾀ ﾏﾐｽﾞｶ ｻｸﾀ

13 E1348 上野　颯太(2) 古賀 13 E2178 馬見塚　咲汰(1) 古賀

ｲﾜｾ ﾀｸﾐ ﾆｲﾊﾗ ﾕｳｲﾁ

14 E1642 岩瀬　拓実(2) 自由ヶ丘中 14 C606 新原　佑一(1) 高宮中

ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ﾊｼﾓﾄ ﾉｿﾞﾑ

15 C168 川村　駿介(2) 席田中 15 C810 橋本　望夢(1) 席田中

ｶﾐｶﾜ ﾊﾙｷ ﾌｸﾅｶﾞ ｹﾝｼﾝ

16 C494 上川　陽輝(1) 野間中 16 C752 福永　謙信(1) 和白丘中

ｴｶﾞｼﾗ ﾋﾛ ﾀｶﾐﾔ ｹﾝﾝｺﾞ

17 C689 江頭　飛呂(1) 福岡城南中 17 E1251 髙宮　健吾(1) 前原西中

ｶﾀﾔﾏ ｱﾔﾉｽｹ ｻｶﾀ ﾊﾙｷ

18 C935 片山　絢之亮(1) 金武中 18 C808 坂田　大起(1) 席田中

ﾖｼﾊﾗ ﾊﾙﾄ ﾖｼﾊﾗ ﾘｵ

19 E2204 吉原　陽音(1) 粕屋東 19 E2205 吉原　陸央(1) 粕屋東

ﾆｼﾅｶ ﾌﾐﾔ ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ

20 C937 西中　史弥(1) 金武中 20 E2158 前田　悠貴(2) 粕屋

ﾓﾘ ﾀﾛｳ ｲｶｲ ｶﾅﾒ

21 C67 森　大朗(2) 福岡城南中 21 E1463 伊飼　要(2) 粕屋

ﾅｶﾑﾗ ｺｳｹﾝ ｸﾁｲｼ ｼｮｳ

22 C927 中村　昊玄(1) 金武中 22 C495 口石　翔(1) 野間中

ｱｻﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ ｴﾊﾗ ﾁｱｷ

23 E2164 朝本　正太郎(1) 古賀 23 E1247 江原　千暁(1) 前原西中

ﾀﾅﾍﾞ ｶｲｾｲ ｺｲｹ ｿﾗ

24 E2201 田鍋　快成(1) 粕屋東 24 C496 小池　奏來(1) 野間中

ｸﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ ﾔﾏｶﾜ ｴｲﾄ

25 E1646 久原　悠月(2) 自由ヶ丘中 25 C508 山川　瑛尊(1) 野間中

ﾀﾞｲﾓﾝ ｺｳｷ ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ

26 E2027 大門　晄綺(1) 津屋崎中 26 C491 井上　蒼太(1) 野間中

ｱﾗｷ ﾁﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ ﾀｵ

27 E1351 荒木　千尋(2) 古賀 27 E1252 中村　太緒(1) 前原西中

ｵｸ ｲﾌﾞｷ ｺﾔﾀ ﾘｭｳﾄ

28 E2003 奥　維吹(1) 津屋崎中 28 E1249 古屋田　隆翔(1) 前原西中

ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｾｲ ﾆｼﾑﾗ ｿﾗ

29 E2196 石橋　悠成(1) 粕屋東 29 E2221 西村　奏来(1) 粕屋

ﾊｯﾄﾘ ｼｭﾝｾｲ ﾆｲﾔ ﾕｳﾀﾞｲ

30 E1652 服部　舜生(2) 自由ヶ丘中 30 E1334 新谷　侑大(2) 粕屋東



中学男子3000m

10月30日 09:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

7組 8組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾆｼﾉ ｹﾞﾝｷ ﾐｳﾗ ﾄﾓﾅｵ

1 C895 西野　元気(1) 長丘中 1 C826 三浦　幹直(1) 片江中学校

ﾀﾀﾞ ｼｮｳﾏ ﾓﾘｼﾀ ﾀｹﾋﾛ

2 C600 多田　笙真(1) 高宮中 2 E1950 森下　岳大(1) 筑山

ﾉﾘﾏﾂ ｷﾖﾄﾗ ｸｶﾞ ﾕｳﾄ

3 E1710 則松　響虎(2) 福間 3 E1941 久我　優斗(1) 筑山

ﾌｼﾞﾏﾂ ﾏｻﾙ ｳﾗﾉ ﾊﾙﾄ

4 C897 藤松　大(1) 長丘中 4 E2150 浦野　陽斗(1) 新宮東

ｺﾊﾞﾀ ﾚﾝｾｲ ﾋﾛｾ ｿﾗ

5 C188 木幡　蓮晴(2) 梅林中 5 E2144 広瀬　蒼悠(1) 新宮東

ﾑﾗﾀ ｱﾕﾑ ﾕｳｷ ｿｳﾏ

6 C458 村田　歩(1) 高取中学校 6 C522 結城　奏真(1) 梅林中

ﾆｼｶﾜ ｺｳｷ ｻｲﾄｳ ﾕｳｾｲ

7 E1270 西川　光輝(1) 志摩 7 E1563 齊藤　侑星(2) 筑山

ｶﾑﾗ ﾄﾓｷ ﾏｴﾊﾀ ﾕｳ

8 E2073 嘉村　知己(1) 福間 8 C386 前畑　由宇(2) 片江中学校

ｻﾜ ﾘｭｳｷ ﾑﾗﾔﾏ ｺﾀﾛｳ

9 C170 佐和　琉生(2) 席田中 9 E2043 村山　虎太郎(1) 福間

ｼﾞｮｳﾉ ﾄｳﾔ ﾋﾗｷ ﾊﾙﾄ

10 E2104 條野　冬也(1) 篠栗 10 C804 平木　晴大(1) 城西中

ﾂｼﾞ ﾊﾙﾋﾄ ｵｶﾍﾞ ｶﾝﾀ

11 E1706 辻　陽仁(2) 福間 11 C847 岡部　勘汰(2) 片江中学校

ｷﾀﾜﾀｾ ﾋﾅﾀ ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ

12 E2074 北渡瀬　陽太(1) 福間 12 E2060 高橋　奏太(1) 福間

ﾑｶｴ ｿｳｽｹ ﾅｸﾗ ｹﾝｼﾝ

13 E2240 迎　奏甫(1) 新宮 13 E2065 名倉　健心(1) 福間

ﾅｶﾆｼ ﾋﾅﾀ ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ

14 E1708 中西　陽向(2) 福間 14 E1940 松尾　匠(1) 筑山

ﾂﾑﾗ ﾋｭｳﾏ ｲﾅﾐﾂ ﾗｲﾄ

15 E2102 津村　輝真(1) 篠栗 15 E1565 稲光　来斗(2) 筑山

ﾓﾘ ﾕｳﾀ ｺﾏﾂ ﾀｲｽｹ

16 C1550 森　勇太(2) 高取中学校 16 C536 小松　泰輔(1) 姪浜中

ﾅｶﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｽｹ

17 C457 中本　崇史(1) 高取中学校 17 C541 山本　瑛介(1) 姪浜中

ｼｹﾞﾓﾄ ﾕｳｼﾝ ﾅｶﾉ ﾀｲｶﾞ

18 C620 重本　優心(1) 曰佐中 18 E2143 中野　泰牙(1) 新宮

ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙｷ ｵｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞｭ

19 C1548 松村　遥貴(2) 高取中学校 19 C535 岡田　健樹(1) 姪浜中

ﾔﾏｻﾞﾄ ﾘｵﾝ ｺﾚｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ

20 C196 山里　璃苑(2) 梅林中 20 E2126 是枝　駿斗(1) 新宮

ｵｷﾞﾉ ｶﾝﾀﾛｳ ﾀﾅｶ ﾄｳﾏ

21 C454 荻野　幹太郎(1) 高取中学校 21 C537 田中　斗麻(1) 姪浜中

ｲﾄｳ ｱｻﾋ ﾄｳ ﾔﾏﾄ

22 C511 伊藤　朝飛(1) 梅林中 22 C538 藤　大和(1) 姪浜中

ﾀﾅｶ ﾋｻｼ ｳｶﾞ ﾖｼｷ

23 C378 田中　悠(2) 曰佐中 23 C867 宇賀　芳樹(1) 能古中

ｵｶﾍﾞ ﾀｲｷ ﾆｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ

24 C9 岡部　太樹(2) 元岡中 24 C834 西　涼太郎(1) 片江中学校

ｸﾏﾄﾘ ｶｲﾄ ﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ

25 C593 熊取　海斗(1) 元岡中 25 C835 原　龍ノ輔(1) 片江中学校

ｶﾜﾉ ﾏｻｷ ﾓﾘﾀ ﾏｻﾔ

26 C604 川野　真暉(1) 高宮中 26 E1566 森田　将也(2) 筑山

ﾊﾏﾀﾞ ｱｵｲ ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳﾀ

27 C599 濱田　蒼生(1) 元岡中 27 E2138 永嶋　祐太(1) 新宮

ﾀﾅｶ ﾒｲﾄ ﾅｶｼﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ

28 C891 田中　明斗(1) 長丘中 28 E1707 中嶋　駿太朗(2) 福間

ｵｵｸﾎﾞ ﾀｹﾙ ﾆｼﾉ ｿｳｺﾞ

29 C887 大久保　武(1) 長丘中 29 E2127 西野　奏吾(1) 新宮

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾏ

30 C588 中村　翔馬(1) 元岡中



中学男子3000m

10月30日 09:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



中学女子100m

10月30日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　46組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾖﾈｸﾗ ﾐﾎﾘ ｲﾘｴ ﾕﾘﾅ

1 C91 米倉　未帆莉(2) 城西中 1 C1428 入江　友梨奈(2) アローザル

ｵﾝﾀﾞ ｱｶﾘ ﾏﾂｻﾞｷ  ﾓﾓｶ

2 E1134 恩田　星(2) 篠栗 2 C1476 松崎　百香(2) 和白丘中

ﾀｶｵ ﾐﾖﾘ ﾔﾏﾀﾞ ﾎﾉｶ

3 C108 髙尾　美依(2) 友泉中学校 3 C50 山田　萌香(2) 筑紫丘中

ﾌﾁｶﾞﾐ ﾐｻｷ ｵﾝﾀﾞ ﾊﾅ

4 E1065 渕上　美咲(2) 福間東中 4 C106 恩田　華凪(2) 友泉中学校

ﾀﾃｲｼ ｻｸﾗ ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛﾐ

5 E1189 立石　さくら(2) 粕屋 5 C201 西山　寛美(2) 三宅中

ｳｴﾉ ｺｺﾐ ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾘﾝ

6 C63 上野　胡々美(2) 梅林中 6 E1373 宮﨑　花梨(2) 福間

ﾏﾂｵｶ ｻｸﾗｺ ｱｶｷﾞ ｱｵｲ

7 E835 松岡　桜子(2) 古賀 7 C211 赤木　葵(2) 壱岐中

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ ｱｲｶﾜ ﾕｲ

8 E1063 中村　優月(2) 福間東中 8 C1556 相川　結依(2) 高宮中

ﾂﾂﾐ ﾓﾓｶ ﾋﾗｶﾜ ｱﾔﾉ

9 C36 堤　百花(2) 野間中 9 E1868 平川　綾乃(1) 粕屋

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀｶﾞﾜﾁ ﾕﾒ ｷｼﾓﾄ ﾁﾊﾙ

1 E830 田河内　優芽(2) 粕屋東 1 C427 岸本　千晴(1) 内浜中

ﾎﾘｳﾁ ﾘﾝｶ ﾆｼﾀｹ ｱﾔﾒ

2 C43 堀内　梨花(2) 和白中 2 C458 西竹　絢愛(1) 福岡城南中

ﾀﾞｲ ｺｺﾅ ｶﾜｻｷ ｱｻﾋ

3 C1460 代　ここな(2) 下山門中 3 C1590 川嵜　麻妃(2) 福岡城南中

ｸﾎﾞ ﾋﾒｱ ﾔﾉ ｱｵｲ

4 C469 久保　姫芽愛(1) 福岡城南中 4 C420 矢野　藍生(1) 西南学院中

ﾏｴﾉ ﾆｺ ﾅｶﾑﾗ ｺﾊﾙ

5 C337 前野　仁虹(1) 姪浜中 5 C567 中村　恋春(1) 多々良中

ｵｻﾞｷ ｱｷｺ ﾅﾘｶﾜ ｶﾎ

6 E1086 尾崎　安喜子(2) 志摩 6 C1534 成川　香帆(2) 香椎第２

ﾋﾛｼﾏ ﾊﾅ ﾋﾗﾉ ｱﾝﾅ

7 C248 広嶋　花(2) 長丘中 7 C87 平野　杏(2) 城西中

ﾆｼﾊﾗ ﾕﾒ ﾄﾘｺﾞｴ ﾊﾙｶ

8 C13 西原　優芽(2) 内浜中 8 C11 鳥越　はるか(2) 内浜中

ﾀｶﾀﾞ ﾘｺ ﾆｼ ｻｸﾗ

9 C149 髙田　莉子(2) 原北中学校 9 C511 西　さくら(1) 和白丘中

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾏｽﾄﾐ ｱﾔﾒ ﾋﾗｼﾏ ｱﾘｻ

1 C59 舛冨　菖(2) 席田中 1 C179 平島　有紗(2) 姪浜中

ｵﾀﾞ ﾋﾅﾉ ﾎﾘｳﾁ ｸﾙﾐ

2 E1361 小田　妃奈乃(2) 福間 2 E1066 堀内　胡実(2) 福間東中

ﾋﾗﾔﾅｷﾞ ﾊﾙｶ ﾉｸﾞﾁ ﾏｲｶ

3 E1712 平柳　晴翔(1) 福間 3 C1543 野口　舞華(2) 長尾中

ﾋﾗﾂｶ ﾘﾘ ﾆｼﾀﾞ ｺｳﾒ

4 C463 平塚　梨々(1) 福岡城南中 4 C316 西田　小梅(1) 原北中学校

ｼﾗﾐｽﾞ ﾏｺﾄ ｲﾜｻｷ ｼｬﾅ

5 C152 白水　麻琴(2) 原北中学校 5 C175 岩崎　紗奈(2) 姪浜中

ｵﾉｳｴ ｽｽﾞﾈ ﾔﾏﾓﾄ  ｻﾅ

6 C1596 尾上　紗音(2) 福岡城南中 6 C1479 山本　紗名(2) 和白丘中

ｵｷﾞｭｳ ｻｸﾗ ﾐｳﾁ ﾅﾅｺ

7 C454 尾久　桜(1) 福岡城南中 7 C1561 箕内　菜々子(2) 高宮中

ｶﾈｺ ｻｷ ﾅｶｼﾀ ﾈﾈ

8 E824 金子　咲希(2) 粕屋東 8 E1088 中下　寧々(2) 志摩

ｶｻ ﾅｷﾞｻ ﾖｼﾏﾂ ﾕｷﾅ

9 C1570 笠　凪沙(2) 西南学院中 9 C452 吉松　優希菜(1) 玄洋中



中学女子100m

10月30日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　46組

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾅﾅｼﾏ ｱｷ ﾓﾛｵｶ ﾘﾝ

1 C178 七島　杏樹(2) 姪浜中 1 C90 諸岡　凛(2) 城西中

ｵﾄﾅﾘ ﾓｱ ﾔﾏｶﾞ ｻｷ

2 C1456 音成　桃愛(2) 下山門中 2 C180 山鹿　紗希(2) 姪浜中

ｷﾖﾅﾘ ﾈｲ ｶｴﾂ ﾘﾘｺ

3 C154 清成　寧(2) 原北中学校 3 E1275 嘉悦　凛々子(2) 筑山

ｺｶﾞ ﾊﾅ ﾉﾀﾞ ﾐﾁﾙ

4 E1371 古賀　羽菜(2) 福間 4 C1 野田　満(2) 西南学院中

ｶﾅﾔﾏ ﾕﾘ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ

5 C34 金山　優里(2) 野間中 5 E1357 山本　悠華(2) 福間

ｵｵｶﾞﾐ ﾚﾅ ﾖﾈﾀﾞ  ｺﾊﾙ

6 E1208 大神　玲奈(1) 篠栗 6 C1480 米田　小春(2) 和白丘中

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾉ ﾅｶﾉ ﾕｳｶ

7 C1437 山田　緋乃(2) 高取中学校 7 C151 中野　有花(2) 原北中学校

ﾆｼｵｶ ﾋﾖﾘ ｲｹﾀﾞ ﾗﾅ

8 C247 西岡　陽依(2) 長丘中 8 C95 池田　愛菜(2) 福岡千代中

ｿﾉﾀﾞ ｺﾉﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁ

9 C239 園田　このみ(2) 長丘中 9 E1153 中村　未知(2) 志免

9組 風(+/-    ) 10組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀｶﾏﾂ ｶﾘﾅ ｲｼｶﾜ ｼｵﾝ

1 C97 髙松　花梨奈(2) 福岡千代中 1 C468 石川　詞音(1) 福岡城南中

ﾉﾑﾗ ﾊﾝﾅ ｺｵﾘﾔﾏ ﾕﾂﾞ

2 C37 野村　帆菜(2) 野間中 2 C127 郡山　夕鶴(2) 金武中

ｵｶﾓﾄﾋﾅﾉ ﾉﾀﾞ ｺﾅﾂ

3 E1720 岡本　陽菜乃(1) 自由ヶ丘中 3 C571 野田　こなつ(2) 福岡城南中

ﾓﾘﾔﾏ ﾘﾝ ｵﾉ ｼｲﾅ

4 C336 森山　りん(1) 姪浜中 4 C6 小野　詩奈(2) 内浜中

ｵｶﾞﾀ ｻｷ ﾅｶﾔﾏ ｱｽﾞｻ

5 C203 緒方　咲希(2) 三宅中 5 C489 中山　あずさ(1) 下山門中

ｲｴｲﾘ ﾊﾙ ｴｻｷ ﾅｺﾞﾐ

6 C335 家入　はる(1) 姪浜中 6 C176 江﨑　なごみ(2) 姪浜中

ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾅ ﾔﾏﾐﾔ ﾘﾝｺ

7 E1157 松田　悠奈(2) 志免 7 C459 山宮　凛子(1) 福岡城南中

ｶｷﾇﾏ ﾐｻ ﾃｼﾏ ｺｱ

8 C422 柿沼　美彩(1) 香椎第２ 8 C338 手嶌　晄愛(1) 姪浜中

ﾆｼﾑﾗ ｺｺﾛ ｲｼｲ ﾕｲ

9 C326 西村　優心(1) 野間中 9 C153 石井　優衣(2) 原北中学校

11組 風(+/-    ) 12組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｷﾑﾗ ｺﾄﾈ ﾅｶｳﾁ ﾄｳｶ

1 E826 木村　琴音(2) 粕屋東 1 E1849 中内　桃香(1) 粕屋東

ｲﾄｳ ｼｭﾘ ｲﾃﾞ ﾕｲﾅ

2 E1827 伊藤　朱璃(1) 古賀 2 E1159 井出　結菜(2) 志免

ﾀｶｻｷ ﾋﾅ ｲﾈﾅｶﾞ ﾖｼｶ

3 E1710 髙崎　陽菜(1) 福間 3 C1514 稲永　芳佳(2) 玄洋中

ｶﾜｿﾞｴ ｶｴﾃﾞ ｼﾓﾑﾗ ｱﾕﾅ

4 C206 川副　楓(2) 三宅中 4 E1151 下村　愛友奈(2) 志免

ｸﾛﾉ ﾕｷﾅ ｲｼﾊﾞｼ ｱﾔﾅ

5 C177 黒野　倖希和(2) 姪浜中 5 C1513 石橋　彩名(2) 玄洋中

ﾋﾗﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ ﾓﾘﾔ ｹｲﾅ

6 C132 平松　翔月(2) 金武中 6 E1870 森谷　蛍鳴(1) 粕屋

ｲﾜｻｷ ﾉｿﾞﾐ ｵｶﾀ ﾘｺ

7 C5 岩崎　希美(2) 内浜中 7 C388 岡田　莉子(1) 高宮中

ﾀﾉｳｴ ｱﾔﾈ ﾔﾏﾀﾞ ｸﾘﾐ

8 E1190 田上　綾音(2) 粕屋 8 C430 安田　くりみ(1) 内浜中

ﾀﾅｶ ﾕｱ ｽｴﾅｶﾞ ﾓﾓｶ

9 E1087 田中　優愛(2) 志摩 9 E829 末永　桃禾(2) 粕屋東



中学女子100m

10月30日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　46組

13組 風(+/-    ) 14組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾔﾏｻｷ ﾐﾎ ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｷ

1 C398 山﨑　美帆(1) 高宮中 1 C555 宮﨑　友希(1) 城西中

ｼｭﾄｳ ﾏｲ ﾐｼﾏ ｽｽﾞﾈ

2 C446 首藤　舞衣(2) 高取中学校 2 C197 三島　鈴音(2) 三宅中

ｵｵﾏﾁ ﾋﾖﾘ ﾖﾈﾏﾙ

3 C329 大町　陽依(1) 梅林中 3 C613 米丸　愛萌(1) 三宅中

ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅﾐ ﾊﾗ ｱﾔﾒ

4 C252 中山　みなみ(2) 長丘中 4 E1715 原　あやめ(1) 福間

ﾅｶﾆｼ ﾂﾂﾞﾐ ﾀﾅｶ ﾘｵﾝ

5 E833 中西　鼓(2) 粕屋東 5 E1460 田中　莉音(1) 志摩

ﾓﾘﾀ ﾕｽﾞ ﾅｶｴ ﾕｳﾉ

6 C551 森田　柚(1) 城西中 6 C246 中江　悠乃(2) 長丘中

ﾐｽﾞｻｷ ﾋﾅ ﾏﾂｲ ｻｷ

7 E1855 水﨑　妃菜(1) 粕屋東 7 E1141 松井　沙季(2) 篠栗

ﾃｼﾊﾞ ﾕｳﾅ ﾊｼﾓﾄ ﾚｲ

8 C1572 手柴　侑愛(2) 西南学院中 8 E1090 橋本　澪(2) 志摩

ﾆｼﾉ ﾐｸ ﾄｷﾜ ﾕｳｷ

9 C607 西野　美胡(1) 長丘中 9 C10 常盤　優希(2) 内浜中

15組 風(+/-    ) 16組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾔﾏｻｷ ﾏﾅｶ ｻｶﾀ ｺﾕｷ

1 E1276 山崎　愛花(2) 筑山 1 C1567 坂田　こゆき(2) 高宮中

ﾀﾀﾞ ﾊﾙｶ ｼﾗｷ ﾐｿﾗ

2 C1532 多田　晴香(2) 百道中 2 C163 白木　良空(2) 板付中

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾏｷ ﾌｶﾎﾘ ﾐﾎ

3 C633 山本　珠希(1) 和白中 3 C241 深堀　美帆(2) 長丘中

ｵｵﾂﾎﾞ ｻﾜ ｼﾛｳｽﾞ ﾅﾅﾐ

4 E1349 大坪　紗和(1) 筑山 4 C1435 白水　奈々美(2) 高取中学校

ｼﾊﾞﾀ ｷﾗﾗ ｱｵｷ ﾊﾅ

5 C418 柴田　晃来(1) 西南学院中 5 C204 青木　華(2) 三宅中

ﾜﾀﾘ ｱｲﾘ ﾅﾙｲ ｻｷ

6 C94 渡　愛莉(2) 多々良中 6 C266 成井　咲希(2) 城西中

ﾌﾙﾄﾞｳ ﾐｽﾞﾎ ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾅ

7 C552 古堂　瑞歩(1) 城西中 7 E1368 松本　羽奈(2) 福間

ｻﾜﾀﾆ ｻｸﾔ ｵﾊﾞﾀ ﾊﾅｴ

8 C267 澤谷　咲耶(2) 百道中 8 C88 小畑　英愛(2) 城西中

ﾀｶﾀﾞ ｶﾉﾝ ｺｼﾞﾛ ｸﾘｱ

9 C331 高田　佳音(1) 梅林中 9 C628 小城　来愛(1) 金武中

17組 風(+/-    ) 18組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾃｼﾏ ﾅﾂﾉ ﾄﾐﾀ ｱﾝﾅ

1 C464 手嶋　菜乃(1) 福岡城南中 1 E1364 冨田　杏奈(2) 福間

ｷﾖﾏﾂ ﾐﾂｷ ﾀﾅｶ ﾐｳ

2 C460 清松　美月(1) 福岡城南中 2 C8 田中　美海(2) 内浜中

ﾏｴﾀﾞ ﾐｻｷ ﾉｸﾞﾁ ｺﾊﾈ

3 C1591 前田　美咲(2) 福岡城南中 3 E1064 野口　こはね(2) 福間東中

ﾓﾘﾀ ﾉｱ ﾏﾙﾀ ﾘｵ

4 C475 森田　乃愛(1) 下山門中 4 C626 丸田　理央(1) 金武中

ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｭﾘ ｲﾃﾞ ﾘｻｺ

5 C173 宮下　珠凛(2) 板付中 5 C126 井出　梨紗子(2) 金武中

ﾆｼﾑﾗ ｱｽﾞﾐ ｻﾄｳ ｳﾀ

6 C98 西村　彩泉(2) 福岡千代中 6 C1592 佐藤　詩(2) 福岡城南中

ﾂｶﾓﾄ ｼﾞｭﾅ ﾉﾐﾔﾏ ｺﾄﾘ

7 C1564 塚本　樹奈(2) 高宮中 7 C477 野見山　采璃(1) 下山門中

ﾉｸﾞﾁ ｿﾗ ﾏﾂｳﾗ ﾘｺ

8 C1593 野口　そら(2) 福岡城南中 8 C200 松浦　莉子(2) 三宅中

ﾔｷﾞ ﾁﾊﾙ ｲｼﾀﾞ ﾕｳｷ

9 C542 八木　千春(1) 附属福岡中 9 C612 石田　結貴(1) 三宅中



中学女子100m

10月30日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　46組

19組 風(+/-    ) 20組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾖｼﾑﾗ ﾙﾅ ｶﾜﾊﾞﾀ ｾｲﾅ

1 E1091 吉村　琉那(2) 志摩 1 C1459 川畑　聖奈(2) 下山門中

ｼﾊﾞﾊﾗ ｻｸﾗ ｳﾘｭｳ ｱｲｶ

2 C322 柴原　咲良(1) 野間中 2 C523 瓜生　愛佳(1) 壱岐中

ﾄﾘｺﾞｴ ｺｺﾛ ｶｼﾞﾜﾗ ｻｷ

3 E1713 鳥越　こころ(1) 福間 3 C321 梶原　桜生(1) 野間中

ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾅ ﾑﾁﾏ ﾅﾅｺ

4 C1533 緒方　陽菜(2) 百道中 4 C198 鞭馬　菜々子(2) 三宅中

ﾐﾔﾀ ｱｶﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵﾅ

5 E1212 宮田　あかり(1) 志免 5 C1571 小林　莉緒奈(2) 西南学院中

ﾅｲﾄｳ ｻﾜ ﾄｸﾉｳ ﾐｵ

6 C344 内藤　さわ(1) 百道中 6 C42 得能　澪(2) 和白中

ｲｹﾓﾄ ﾐﾗ ｲﾉｳｴ ﾕﾘﾊ

7 C61 池本　弥良(2) 梅林中 7 E1184 井上　柚里羽(2) 粕屋

ｸｶﾞ ｼｵﾘ ﾀﾅｶ ｿﾗ

8 C56 久家　汐莉(2) 席田中 8 C58 田中　蒼空(2) 席田中

ﾅｶﾑﾗ ｼﾉ ﾅｶﾑﾗ ﾓｶ

9 C424 中村　梓乃(1) 香椎第２ 9 C1573 中村　百歌(2) 西南学院中

21組 風(+/-    ) 22組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓ ﾋﾛｾ ﾏﾅ

1 E1853 前田　桃(1) 粕屋東 1 E1703 廣瀨　愛(1) 福間

ﾋﾗﾉ ｻﾗ ﾏﾂｵｶ ﾐﾕ

2 C563 平野　紗蘭(1) 席田中 2 E1854 松岡　実侑(1) 粕屋東

ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ ｵﾅｶ ﾜｶﾅ

3 C1457 久保田　莉奈(2) 下山門中 3 C480 尾仲　和奏(1) 下山門中

ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｽﾞﾊ ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｱ

4 C313 谷口　和葉(1) 原北中学校 4 C526 德永　結愛(1) 壱岐中

ｸﾊﾞ ｱﾔｶ ﾀｶﾀ ﾐｶ

5 E1188 久芳　彩華(2) 粕屋 5 C1525 高田　実佳(2) 百道中

ｺｶﾞ ﾕｳﾅ ｽｽﾞｷ ﾒｲｻ

6 C558 古賀　優菜(1) 席田中 6 C330 鈴木　芽咲(1) 梅林中

ﾋｶﾞｼ ﾏｵ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅ

7 C608 東　真央(1) 長丘中 7 C569 山口　真菜(1) 多々良中

ｱﾍﾞ ｱｵｲ ｼﾛｳｽﾞ ｶﾝﾅ

8 E1194 安部　藍以(2) 志免 8 C1551 白水　栞菜(2) 高宮中

ｸﾆｻｷ ﾐｱ ﾀﾅﾍﾞ ﾒｲｻ

9 C645 国﨑　心愛(1) 百道中 9 C507 田邉　芽衣咲(1) 和白丘中

23組 風(+/-    ) 24組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｺｳﾀﾞ ﾐﾕｷ ｻｶｲ ﾓﾓｶ

1 C487 幸田　美志(1) 下山門中 1 C107 坂井　百花(2) 友泉中学校

ｺﾓﾘ ｶﾉﾝ ﾌｼﾞﾖｼ ﾘｺ

2 C471 小森　佳音(1) 長尾中 2 C432 藤吉　莉子(1) 内浜中

ﾉﾐﾔﾏ ｱｲｻ ｲﾃﾞ ｷﾖｶ

3 C527 許山　愛紗(1) 壱岐中 3 C131 井出　聖香(2) 金武中

ﾔﾏﾓﾄ ｳﾙﾐ ｲﾜﾓﾄ ﾐﾉﾘ

4 C504 山本　潤未(1) 和白丘中 4 C479 岩本　みのり(1) 下山門中

ﾅｶﾞｻﾜ ｶﾉﾝ ﾌｸｼﾏ ﾘｺ

5 E1205 長澤　果穏(1) 篠栗 5 C300 福嶋　莉子(1) 高取中学校

ﾅｶﾐﾁ ﾏﾘｱ ﾂﾂﾐ ﾏﾅﾐ

6 C315 中道　麻里亜(1) 原北中学校 6 C1542 堤　愛美(2) 長尾中

ﾘｭｳ ｹｲｺ ｵｵﾂｶ ﾐﾁ

7 C165 龍　恵子(2) 板付中 7 C1569 大塚　弥知(2) 西南学院中

ｺｵﾘﾔﾏ ﾗﾝ ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾉｶ

8 C268 郡山　蘭(2) 高宮中 8 C433 濱田　希々花(1) 内浜中

ｲﾉ ﾊﾙｶ ｼﾏｲ ﾙﾅ

9 E1348 井野　はるか(1) 筑山 9 C96 嶋居　月(2) 福岡千代中



中学女子100m

10月30日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　46組

25組 風(+/-    ) 26組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｸﾗﾀ ｷﾗﾙ ｵｸﾀﾞ ﾘｵ

1 C196 倉田　きらる(2) 三宅中 1 C505 奥田　理央(1) 和白丘中

ｶﾅｲ ﾕｲｶ ｷﾑﾗ ﾐﾉﾘ

2 E1471 金井　唯華(1) 志摩 2 C476 木村　みのり(1) 下山門中

ﾋﾗﾀ ﾘｺ ｷﾇｶﾞｻ ﾘﾝ

3 C572 平田　理子(1) 福岡千代中 3 C386 衣笠　凜(1) 高宮中

ﾅﾝﾘ ﾕﾐｶ ﾊﾔｼ ｼｽﾞ

4 C1562 南里　有實賀(2) 高宮中 4 E1851 林　知寿(1) 粕屋東

ｸﾜﾉﾏｵ ﾊﾁﾔﾏ ﾕﾅ

5 C299 桑野　真櫻(1) 高取中学校 5 C1455 八山　由菜(2) 下山門中

ﾊｯﾄﾘ ｻﾔｶ ｻｶｸﾞﾁ ｻｸﾗ

6 C431 服部　紗果(1) 内浜中 6 C501 坂口　咲来(1) 和白丘中

ｷｻﾞｷ ｱｻ ｲﾄｳ ﾙｶ

7 C343 木崎　亜咲(1) 百道中 7 C538 伊藤　瑠花(1) 附属福岡中

ｷﾄﾞ ｻｱﾔ ｼｮｳﾔﾏ ﾘｵ

8 C399 城戸　彩綾(1) 高宮中 8 C323 正山　璃桜(1) 野間中

ﾔﾏﾆﾀ ﾓﾓｶ ﾌﾙｶﾜ ｺﾊﾙ

9 E1211 山新田　桃花(1) 志免 9 C451 古川　小遥(1) 玄洋中

27組 風(+/-    ) 28組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｺﾔﾏ ｶﾅ ｱﾗｷ ﾌｳｶ

1 E1204 小山　佳菜(1) 篠栗 1 C557 荒木　風香(1) 席田中

ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕﾅ ﾀｶｼﾏ ﾕｳ

2 C595 原口　夕奈(1) 友泉中学校 2 C509 髙島　優(1) 和白丘中

ﾋﾗｶﾜ ﾘﾝ ﾅｶﾑﾗ ｸﾙﾐ

3 C428 平川　凛(1) 内浜中 3 C1552 中村　くるみ(2) 高宮中

ﾏｴﾊﾗ ｱｷ ｲﾜｻｷ ｿﾅ

4 C394 前原　有希(1) 高宮中 4 E1863 岩﨑　そな(1) 粕屋

ﾌｼﾞｲ ﾅﾅｶ ｳﾐﾔﾏ ﾓﾓｶ

5 C242 藤井　奈々歌(2) 長丘中 5 C636 海山　萌々花(1) 和白中

ｲｼﾀﾞ ﾘﾝｶ ﾖｼﾊﾗ ﾘｵ

6 C1566 石田　鈴佳(2) 高宮中 6 C491 吉原　理央(1) 下山門中

ｲﾈﾅｶﾞ ﾕﾂﾞｷ ﾎﾝﾀﾞ ｼｴ

7 C614 稲永　優月(1) 三宅中 7 E1140 本田　詩映(2) 篠栗

ﾀﾅｶ ﾁﾅﾂ ｵｵﾊﾞ ｱﾝﾅ

8 C434 田中　千夏(1) 内浜中 8 C1600 大場　杏南(2) 西南学院中

ｷﾄﾞ ﾐﾕ ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙ

9 C55 城戸　美結(2) 席田中 9 E1869 古川　華(1) 粕屋

29組 風(+/-    ) 30組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾄﾄﾞﾘｷ ﾊﾂﾞｷ ﾆｼｻﾞｷ ｺﾊｸ

1 C594 等々力　葉月(1) 友泉中学校 1 E1461 西﨑　心珀(1) 志摩

ｶﾜﾀ ﾕｲ ｿﾉﾀﾞ ﾘﾎ

2 C657 川田　優衣(1) 西南学院中 2 E1136 園田　莉穂(2) 篠栗

ﾄﾘｲ ｶﾉﾝ ﾊﾏﾔ ﾒｲ

3 C1526 鳥居　奏音(2) 百道中 3 E1210 濵屋　明依(1) 志免

ｲﾓﾄ ｼｵﾝ ﾀﾅｶ ﾕｳ

4 C457 井元　詩音(1) 福岡城南中 4 E1866 田中　優有(1) 粕屋

ｾｷﾔ ﾐﾋﾛ ﾔﾏｷﾞｼ ｾｲｶ

5 C467 関屋　心尋(1) 福岡城南中 5 C456 山岸　聖佳(1) 福岡城南中

ﾂﾙ ｱﾔｶ ﾋﾉ ﾕｳﾋ

6 C450 津留　彩花(1) 玄洋中 6 E1829 日野　悠妃(1) 古賀

ﾀｹｳﾁ ﾐｶｺ ﾋｸﾞﾁ ﾊﾅﾉ

7 C593 武内　珠華子(1) 友泉中学校 7 C455 樋口　花音(1) 福岡城南中

ｵｵｸﾞｼ ﾅﾅ ﾔﾏｻｷ ｻﾜ

8 C461 大串　奈々(1) 福岡城南中 8 E1856 山﨑　爽(1) 粕屋東

ｺﾔﾅｷﾞ ｻﾗｻ ｵｶﾓﾄ ﾋﾅﾀ

9 C1598 小柳　更沙(2) 福岡城南中 9 C573 岡本　陽向(1) 福岡千代中



中学女子100m

10月30日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　46組

31組 風(+/-    ) 32組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾌｸｻﾞｷ ｶﾘﾝ ｺｳﾀﾞ ﾘｵ

1 C564 福崎　夏凜(1) 席田中 1 E1843 神田　莉緒(1) 粕屋東

ｺﾝﾄﾞｳ ﾒｲ ﾑﾗｶﾐ ｱｲﾅ

2 E1844 近藤　明泉(1) 粕屋東 2 E1206 村上　愛奈(1) 篠栗

ﾄｵﾔ ﾕｲ ｺﾏｲ ﾋﾅﾀ

3 C510 遠矢　結(1) 和白丘中 3 E1207 駒井　日葵(1) 篠栗

ﾜｷｻｶ ﾘﾅ ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｷﾉ

4 C486 脇坂　里奈(1) 下山門中 4 C591 金澤　志乃(1) 長丘中

ﾋｸﾞﾁ ﾐｱ ﾖｺﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ

5 E1852 樋口　実亜(1) 粕屋東 5 C610 横山　優月(1) 長丘中

ｽｽﾞｷ ﾐｵ ｲﾘｲ ｺｺﾊ

6 E828 鈴木　澪(2) 粕屋東 6 C319 入井　心羽(1) 野間中

ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾉﾘ ﾀｶﾊﾗ ﾕｱ

7 C490 丸山　実梨(1) 下山門中 7 E1350 髙原　由愛(1) 筑山

ﾓﾛｺｼ ﾘﾄ ﾊﾗﾔﾏ ﾄﾓｶ

8 C485 唐土　稟冬(1) 下山門中 8 E1139 原山　和花(2) 篠栗

ｶﾜﾁ ｻﾗ ｱﾂﾐ ｻﾔ

9 E1347 川内　彩愛(1) 筑山 9 C646 渥美　沙耶(1) 高取中学校

33組 風(+/-    ) 34組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾌｸﾅｶﾞ ﾁｻ ﾅｶﾞﾊﾏ ﾉﾉｶ

1 E1412 福永　千桜(1) 福間東中 1 C643 長浜　希花(1) 附属福岡中

ｷﾀｼﾞﾏ ﾊﾙ ﾏﾂﾓﾄ ｲﾛﾊ

2 E1410 北島　悠(1) 福間東中 2 C655 松本 　彩芭(1) 野間中

ﾅｶﾊﾗ ﾕﾒﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾚｲﾅ

3 C637 中原　夢実(1) 和白中 3 C281 中村　玲那(1) 板付中

ｵﾀﾞ ﾏﾅﾐ ｳｴﾉ ﾐｵ

4 C565 尾田　真穂(1) 多々良中 4 E1864 上野　澪(1) 粕屋

ﾏｴﾏ ﾘﾅ ｲｲﾀﾞ ｸﾙﾐ

5 C92 前間　理奈(2) 多々良中 5 C391 飯田　くるみ(1) 高宮中

ﾐﾈ ﾋﾅﾉ ｺﾎﾞﾘ ｻﾜ

6 C472 峰　ひなの(1) 長尾中 6 C417 小堀　紗和(1) 西南学院中

ﾉﾀﾞ ｺﾉﾒ ｵｵｶﾞﾐ ﾐﾕ

7 C482 野田　木芽(1) 下山門中 7 E1865 大上　美夕(1) 粕屋

ﾐﾂﾔﾏ ｱｽｶ ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ

8 C568 三山　あすか(1) 多々良中 8 C1461 樋口　葵(2) 下山門中

ｱｿｳ ﾙｶ ﾊﾔﾏ ｴﾚﾅ

9 C390 麻生　るか(1) 高宮中 9 C327 葉山　依鈴菜(1) 野間中

35組 風(+/-    ) 36組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀｶｷ ｶｵﾘ ﾂﾙﾀ ﾏﾕ

1 C1496 髙木　香里(2) 元岡中 1 C543 鶴田　真結(1) 梅林中

ｼﾗｶﾜ ﾕﾅ ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾅﾐ

2 C1506 白川　結菜(2) 元岡中 2 C387 米田　陽七美(1) 高宮中

ﾅｶﾑﾗ ﾘｺ ﾏﾂｵ ﾕﾘｺ

3 E836 中村　莉子(2) 古賀 3 C647 松尾　有里子(1) 高宮中

ﾖｼﾐﾔ ﾎﾉｶ ﾅｶﾞﾉ ﾘｺ

4 C318 義宮　ほのか(1) 野間中 4 C372 永野　莉瑚(1) 元岡中

ｴｼﾞﾏ ｱﾔ ｻｴｷ ｶﾝﾅ

5 E1824 江嶌　彩(1) 古賀 5 C280 佐伯　柑奈(2) 板付中

ﾜｷﾀ ﾅﾂﾐ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾁｻ

6 E1820 脇田　夏光(2) 古賀 6 C371 谷口　千紗(1) 元岡中

ｲﾉｳｴ ﾊﾅ ﾌｼﾞﾉ ﾕｲ

7 C656 井上 　羽菜(1) 野間中 7 C474 藤野　結衣(1) 下山門中

ﾌｸﾄﾐ ﾉｿﾞﾐ ﾅﾝﾘ ｱｽｶ

8 E1828 福富　のぞみ(1) 古賀 8 C373 南里　明日香(1) 元岡中

ﾋﾛﾜﾀﾘ ｻﾔｶ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ

9 E1821 廣渡　紗耶加(2) 古賀 9 C65 山田　幸奈(2) 梅林中



中学女子100m

10月30日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　46組

37組 風(+/-    ) 38組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｶﾜﾊﾗ ﾚﾅ ｿﾈ ｱｶﾘ

1 C1505 河原　澪奈(2) 元岡中 1 C659 曽根　明莉(1) 柏原中

ﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾅ ﾏﾂｸﾗ ﾓﾓｶ

2 C334 和田　一菜(1) 梅林中 2 C1507 松倉　百花(2) 元岡中

ﾅｶﾉ ﾕｳﾘ ｻｶｸﾞﾁ ｺﾉﾐ

3 E857 中野　悠梨(2) 新宮東 3 C45 坂口　このみ(2) 筑紫丘中

ｲﾅﾊﾞ ﾕﾗ ﾄﾘｺﾞｴ ﾕｱ

4 C404 稲葉　悠空(1) 曰佐中 4 C618 鳥越　結愛(1) 柏原中

ﾜｷｻｶ ﾐﾕ ｲｹﾔﾏ ﾅﾐ

5 C379 脇坂　美有(1) 元岡中 5 C448 池山　菜未(1) 玄洋中

ﾜｷﾔﾏ ﾊﾙｶ ﾖｼｽﾞﾐ ﾘﾝﾅ

6 C376 脇山　晴加(1) 元岡中 6 C368 吉住　凛奈(2) 元岡中

ﾌﾙｶﾜ ﾓﾅｶ ｵｶﾔﾏ ﾅﾂﾐ

7 C375 古川　萌央(1) 元岡中 7 C1362 岡山　夏美(3) 柏原中

ﾄｷﾏﾂ ﾕｶﾘ ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾉ

8 C332 時松　友加利(1) 梅林中 8 C616 山本　凜乃(1) 柏原中

ﾊﾏﾁ ﾚﾅ ﾏﾂｵ ｱｻﾋ

9 C383 濱地　玲奈(1) 元岡中 9 C1501 松尾　あさひ(2) 元岡中

39組 風(+/-    ) 40組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾋﾛｾ ｺﾊﾙ ｻｸﾗﾊﾞ ﾕｳﾅ

1 C1494 廣瀬　心春(2) 元岡中 1 C46 櫻場　友奈(2) 筑紫丘中

ﾊﾏﾀﾞ ﾉｱ ｶﾀｵｶ ｱﾔｶ

2 C1579 濱田　樹愛(2) 柏原中 2 C548 片岡　彩花(1) 筑紫丘中

ﾌｼﾞﾔﾏ ﾐﾗｲ ﾊﾀﾞ ｱﾔﾉ

3 C550 藤山　未来(1) 城西中 3 C546 秦　彩乃(1) 筑紫丘中

ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞ ﾊｷﾞﾜﾗ ｷｽﾞﾅ

4 C632 中村　紗(1) 和白中 4 E1711 萩原　絆(1) 福間

ﾐｻｶ ﾕｲﾘ ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾂｷ

5 C49 三坂　侑璃(2) 筑紫丘中 5 C598 安藤　皐(1) 福岡雙葉中学校

ﾀｼﾛ ﾘｵﾝ ｱｷﾓﾄ ｻｸﾗ

6 C1497 田代　鈴音(2) 元岡中 6 C623 秋本　さくら(1) 福岡雙葉中学校

ﾅｶﾞｼﾏ ﾐﾅﾐ ﾔﾏｼﾀ ｼﾏ

7 C1491 長島　美波(2) 元岡中 7 E1705 山下　紫真(1) 福間

ｷﾉｳｴ ﾕｷ ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾈ

8 C1576 木上　侑紀(2) 柏原中 8 C369 前田　絢音(2) 元岡中

ﾋｶﾞｼﾉ ﾄﾓﾐ ﾊﾀﾉ ｲｵﾘ

9 C1503 東野　友美(2) 元岡中 9 E1714 波多野　伊織(1) 福間

41組 風(+/-    ) 42組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾏｽｶﾜ ｱﾔﾅ ｷﾀ  ﾊﾅｶ

1 C600 増川　采那(1) 福岡雙葉中学校 1 E1170 北　花菜佳(2) 新宮

ｴｻﾞｷ ｾﾘ ﾔﾋﾛ ﾋｶﾘ

2 C377 江﨑　千莉(1) 元岡中 2 E1167 八尋　光璃(2) 新宮

ｵﾀﾞ ﾅﾂﾐ ｶﾐｶﾜ ﾕﾒ

3 E1706 小田　夏海(1) 福間 3 E1221 上川　優芽(1) 新宮

ｶﾜﾉ ｺﾊﾙ ﾐﾔｻﾞｷ ｴﾘ

4 E1701 河野　心春(1) 福間 4 C1450 宮崎　恵里(2) 福岡雙葉中学校

ｶﾜｲ ﾘｵﾅ ｱﾗﾂ ﾊﾙｶ

5 E1704 河井　理緒菜(1) 福間 5 C52 荒津　はるか(2) 席田中

ｼﾝｶｲ ﾕｱ ﾋﾛｲｹ ｱﾕﾅ

6 E1707 新開　夢愛(1) 福間 6 E1166 廣池　歩那(2) 新宮

ｶﾜｶﾐ ｻｷ ｳｴﾏﾂ ﾓﾓ

7 E1702 川上　紗輝(1) 福間 7 C1509 上松　もも(2) 福岡雙葉中学校

ｱﾍﾞ ﾐｽﾞﾎ ﾏﾂﾉﾌﾞ ﾕｲﾅ

8 E1708 阿部　瑞歩(1) 福間 8 C1449 松信　結奈(2) 福岡雙葉中学校

ｲｹﾀﾞ ﾓﾓｶ ｶﾐｶﾜ ﾏｲ

9 C601 池田　百々花(1) 福岡雙葉中学校 9 E1227 上川　麻衣(1) 新宮



中学女子100m

10月30日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　46組

43組 風(+/-    ) 44組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｵﾁｲｼ ﾕﾒﾅ

1 E1217 落石　夢七(1) 新宮 1

ｷﾞｭﾑﾉ ｱｲﾗ ｽﾏﾀ ｱｺ

2 C1510 ギュムノ　アイラ(2) 福岡雙葉中学校 2 C370 須股　愛子(1) 元岡中

ｶﾜﾑﾗ ﾘｱ ｷﾑﾗ ﾐﾕ

3 E1218 川村　梨愛(1) 新宮 3 C575 木村　美柚(1) 片江中学校

ﾖｼﾀｹ ｱｵｲ ｵｵｲ ﾕﾒ

4 C227 吉武　葵(2) 片江中学校 4 E1358 大井　優芽(2) 福間

ﾔﾏｼﾀ ﾓﾓｶ ﾃﾞｸﾞﾁ ﾅﾐｶ

5 C581 山下　咲夏(1) 片江中学校 5 E1363 出口　菜珠佳(2) 福間

ﾜﾀﾞ ｻｷ ｲｻﾞﾜ ﾕｱ

6 C578 和田　咲希(1) 片江中学校 6 E1369 井澤　夢愛(2) 福間

ﾋﾗﾉ ﾐﾕ ｻｲﾀ ｺﾉｱ

7 C579 平野　美結(1) 片江中学校 7 C374 斉田　香乃亜(1) 元岡中

ｱﾗﾏｷ ｱﾝﾅ ｲﾀﾞ ﾕｲ

8 E1219 荒牧　杏那(1) 新宮 8 C574 井田　柚依(1) 片江中学校

ｱﾗｷ ﾐｸ ｶｷﾉｷ ｱﾝﾘ

9 C51 荒木　心玖(2) 席田中 9 C220 柿木　杏里(2) 片江中学校

45組 風(+/-    ) 46組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

ﾊﾏｻｷ ﾕﾅ ｽﾅｶﾜ ｺｺﾛ

2 C258 濵崎　結心(2) 片江中学校 2 C226 砂川　綺心(2) 片江中学校

ｽﾉｳ ﾁｶ ｷﾀｼﾞﾏ ﾁﾕﾐ

3 C231 数納　知佳(2) 片江中学校 3 C230 北島　千弓(2) 片江中学校

ﾔﾏｷﾀ ｷﾎ ﾋﾗﾅｶ ﾋｶﾘ

4 C556 山北　希帆(1) 城西中 4 C221 平中　陽香里(2) 片江中学校

ｱﾀｶ ﾆｶ ｲｻﾔﾏ ﾘｱﾝ

5 C222 安宅　仁花(2) 片江中学校 5 C228 諌山　吏杏(2) 片江中学校

ｼﾊﾞﾀ ﾐｽﾞｷ ｲﾜﾅｶﾞ ﾉｱ

6 C554 柴田　瑞希(1) 城西中 6 C223 岩永　音愛(2) 片江中学校

ﾖｼﾑﾗ ﾐｻｷ ｶﾏﾁ ﾏﾅﾐ

7 C553 吉村　美咲(1) 城西中 7 C224 蒲地　愛珠(2) 片江中学校

ﾂﾂﾐ ｱｲﾘ ｱｾﾞﾁ ﾕｲ

8 E1372 堤　愛裡(2) 福間 8 E1716 畝地　優衣(1) 福間

ｼﾀﾞﾗ ﾚｲﾅ ｼﾏﾀﾞ ﾜｶ

9 E1359 設楽　玲菜(2) 福間 9 C225 嶌田　和夏(2) 片江中学校

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



中学女子1500m

10月30日 10:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｼﾗｲｼ ﾏｺ ﾌｸｼﾏ ﾏﾄﾞｶ

1 C64 白石　真子(2) 梅林中 1 E1399 福嶋　円嘉(1) 津屋崎中

ﾅﾗｻﾞｷ ﾅﾂｷ ﾀｹﾀﾞ ｶﾝﾅ

2 C1425 楢﨑　菜月(2) アローザル 2 E1847 武田　栞奈(1) 粕屋東

ﾀﾀﾞ ﾅﾅﾉ ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ

3 E752 多田　奈々乃(3) 粕屋東 3 C1499 井上　春花(2) 元岡中

ﾖｼｶﾜ ﾏﾅ ﾔﾏｻｷ ｻｸﾗ

4 E1754 吉川　真奈(3) 前原西中 4 E1068 山﨑　さくら(2) 福間東中

ｷﾊﾗ ﾙｶ ｺｲｿ ｱｵｲ

5 E846 木原　瑠香(2) 志免東 5 E1751 小磯　蒼唯(3) 前原西中

ﾊﾅﾀﾞ ｱｲﾐ ﾏｴｶﾜ ｻｴ

6 E1398 花田　愛海(1) 津屋崎中 6 C296 前川　彩笑(1) 高取中学校

ﾀﾊﾗ ｺﾏﾁ ﾌｶﾂ ｱｵｲ

7 E831 田原　琴舞千(2) 粕屋東 7 E1115 深津　葵(2) 前原西中

ﾏﾂｻﾞｷ ﾎﾅﾐ ﾓﾛｵｶ  ﾏｺ

8 E1067 松﨑　秀南美(2) 福間東中 8 C1478 諸岡　真子(2) 和白丘中

ﾜﾀﾞ ｺｲｷ ﾀｹﾀﾞ ﾒｲ

9 E1058 和田　小粋(2) 津屋崎中 9 E1812 竹田　芽衣(1) 志免東

ﾄｼﾞ ﾏｵ ｽｽﾞﾔﾏ ﾋｶﾘ

10 C1445 都地　真央(2) 高取中学校 10 E1366 鈴山　陽香里(2) 福間

ﾌｸﾊﾗ ﾕｷﾎ ﾍｲﾙｽﾞ ﾊﾅ

11 C1443 福原　幸歩(2) 高取中学校 11 C1442 ヘイルズ　花奈(2) 高取中学校

ﾏﾂｵ ｻﾗ ﾔﾏｼﾀ ﾕｱ

12 C109 松尾　咲来(2) 友泉中学校 12 E1452 山下　優愛(1) 前原西中

ｱﾗｲ ｻﾄﾐ ﾄｸﾏﾙ ﾏｵ

13 C541 新井　智己(1) 附属福岡中 13 E1752 徳丸　真乙(3) 前原西中

ｶﾜﾈ ﾘﾅ ﾎﾘﾀ ﾕｳｶ

14 E1187 河根　里奈(2) 粕屋 14 C539 堀田　悠華(1) 附属福岡中

ｱﾝﾄﾞｳ ｼｵﾘ ﾎﾝﾏ ﾙﾅ

15 C1471 安藤　汐梨(2) 和白丘中 15 E1413 本間　瑠南(1) 福間東中

ﾉｳﾄﾞｳ ﾕﾘﾅ ﾏｽﾓﾄ ﾅﾅﾐ

16 C294 納堂　友理奈(1) 高取中学校 16 E1753 増本　ななみ(3) 前原西中

ｲﾄｳ ｻﾔﾊ ｱｲﾊﾗ ｶｽﾞｻ

17 C1444 伊藤　さやは(2) 高取中学校 17 E1069 合原　和沙(2) 自由ヶ丘中

ﾊﾗ ﾏﾕｺ ﾊﾗ ﾘｻﾐ

18 C1502 原　麻佑子(2) 元岡中 18 E1152 原　璃沙美(2) 志免



中学女子1500m

10月30日 10:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

3組 4組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｸﾗﾓﾄ ﾁﾎ ｱｻﾉ ｱｲﾈ

1 C382 藏元　智穂(1) 元岡中 1 C282 淺野　愛音(1) 高取中学校

ｶﾈﾄｳ ﾐﾋﾛ ﾜｶﾐﾔ ﾘｺ

2 E1435 兼頭　美汎(1) 津屋崎中 2 E1400 若宮　りこ(1) 津屋崎中

ｵｵﾂﾎﾞ ｱﾔﾒ ｼﾉﾊﾗ ﾐｵ

3 C421 大坪　紋芽(1) 香椎第２ 3 C629 篠原　実桜(1) 金武中

ｲﾘﾀ ﾘｺ ﾔｽﾀｹ ｱﾝﾅ

4 C381 入田　莉子(1) 元岡中 4 E1814 安武　杏夏(1) 志免東

ﾊﾏﾁ ｱｷ ｲｼﾊﾞｼ ｺﾊｸ

5 C378 濱地　明葵(1) 元岡中 5 E1401 石橋　来珀(1) 津屋崎中

ﾔｽｶﾜ ｿﾗ ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾘ

6 E849 安川　空(2) 志免東 6 C624 安達　夕莉(1) 金武中

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ ｲｼﾏﾙ ｻﾔ

7 E1379 渡邊　苺(2) 福間東中 7 C1498 石丸　彩也(2) 元岡中

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓ ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞﾅ

8 E1405 渡邊　杏(1) 福間東中 8 E1850 中村　紗菜(1) 粕屋東

ﾖｼﾀﾞ ﾎﾉ ｲﾉｸﾁ ｱﾔﾈ

9 E1193 吉田　歩希(2) 粕屋 9 E1862 井口　絢音(1) 粕屋

ﾐｽﾞｸﾁ ｿﾖ ｵｵﾔﾏ ｷｮｳｶ

10 C1447 水口　そよ(2) 高取中学校 10 E1406 大山　京華(1) 福間東中

ｷｼｶﾜ ﾊﾙｶ ｸｽ ｱﾕﾐ

11 C512 岸川　陽香(1) 和白丘中 11 C470 楠　歩美(1) 長尾中

ﾓｳﾘ ｻﾁﾎ ﾊｼﾓﾄ ｿﾗﾁ

12 C436 毛利　幸歩(1) 内浜中 12 C14 橋本　空知(2) 内浜中

ﾓﾘﾀ ﾐﾅ ｱﾗﾂ ﾐﾉﾘ

13 C453 森田　珠奈(1) 福岡城南中 13 E1861 荒津　実莉(1) 粕屋

ｺｳﾀﾞ ﾂｸﾞﾐ ﾏﾂｼﾀ ﾕﾏﾅ

14 E1811 江田　つぐみ(1) 志免東 14 C540 松下　結愛(1) 附属福岡中

ﾃﾗｻﾜ ｱｷ ﾅｶﾑﾗ ｻﾗ

15 C128 寺澤　明希(2) 金武中 15 E1411 中村　咲桜(1) 福間東中

ｲｲﾀﾞ ﾅﾂｷ ｶﾜﾂﾞ ﾕﾗ

16 C1563 飯田　夏希(2) 高宮中 16 C1545 河津　宥良(2) 長尾中

ﾐﾂﾓﾄ ｶｽﾐ ﾀｸﾞﾁ ｺﾄﾐ

17 E1416 光本　佳純(1) 福間東中 17 C184 田口　琴海(2) 姪浜中



中学女子1500m

10月30日 10:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

5組 6組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾏｻｷ ｺﾄﾊ ｶｹﾞﾔﾏ ｻﾗｻ

1 E1192 麻﨑　琴葉(2) 粕屋 1 C182 蔭山　彩紗(2) 姪浜中

ｴｺﾞｼ ｱｷﾎ ｳｴﾉ ﾊﾙｶ

2 E1132 江越　明穂(2) 篠栗 2 E1842 上野　遥叶(1) 粕屋東

ﾅﾝｼﾞｮｳ ｱｶﾘ ｷﾘｼﾏ ﾚﾐ

3 E1414 南條　朱里(1) 福間東中 3 C39 桐島　玲海(2) 和白中

ｵｵﾀｸ ｱﾝﾅ ﾄﾞｲ ﾋﾖﾘ

4 E1185 大宅　杏奈(2) 粕屋 4 C9 土井　日葉里(2) 内浜中

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｱ ｵｵｶﾞﾐ ﾐﾊﾙ

5 C423 小林　結愛(1) 香椎第２ 5 C1544 大神　未遥(2) 長尾中

ﾐﾔﾑﾗ ｵﾄﾊ ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ

6 C1594 宮村　音羽(2) 福岡城南中 6 C502 阿部　結奈(1) 和白丘中

ﾓﾘﾔﾏ ﾄﾓｶ ﾆｼﾔﾏﾕｲ

7 C426 森山　知香(1) 香椎第２ 7 E1726 西山　結唯(1) 自由ヶ丘中

ﾏﾂｵ ﾕｷ ｱｵﾀ ﾅｵ

8 C130 松尾　結季(2) 金武中 8 C1470 青田　夏緒(2) 附属福岡中

ﾓﾘ ｷﾉﾐ ｼｵｶﾜ ﾀﾏﾐ

9 C129 森　稀海(2) 金武中 9 E1362 塩川　珠未(2) 福間

ｵｶﾞﾜ ｶﾘﾝ ｾﾄ ﾋｶﾘ

10 E1451 小川　香凛(1) 前原西中 10 E1735 瀬戸　陽加里(1) 津屋崎中

ｺｶﾞ ｱｽﾞｻ ﾀﾅｶ ｲﾁｶ

11 C1597 古賀　梓(2) 福岡城南中 11 C654 田中　いちか(1) 野間中

ﾄｺﾛ ｺﾕｷ ｳｴﾔﾏ ｱｲ

12 E1848 所　小雪(1) 粕屋東 12 C435 上山　藍(1) 内浜中

ﾔﾏｸﾁ ﾎﾉｶ ｺﾆｼ ﾕﾗ

13 C1553 山口　穂果(2) 高宮中 13 C437 小西　釉徠(1) 内浜中

ｳﾁﾔﾏ ｻｸﾗ ﾌｸﾀﾞ ｶｴﾃﾞ

14 E1209 内山　彩久良(1) 志免 14 E1147 福田　楓(2) 志免

ﾂｼﾞ ｱﾔﾅ ﾉﾓﾊﾙｶ

15 C1439 辻　彩奈(2) 高取中学校 15 E1728 野母　遙香(1) 自由ヶ丘中

ﾀｶﾏﾂ ｼﾎ ｷｶﾞﾜ ｶﾘﾝ

16 E1138 髙松　志歩(2) 篠栗 16 E1273 喜川　果琳(2) 筑山

ﾓﾘﾔﾏ ﾘﾝ ｻｶｲ ﾓﾓｶ

17 C1560 森山　凛音(2) 高宮中 17 C183 境　百花(2) 姪浜中



中学女子1500m

10月30日 10:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

7組 8組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｺ ﾋﾗｵｶ ﾐｻｷ

1 E1137 髙橋　祥子(2) 篠栗 1 C259 平岡　美咲(2) 長丘中

ｱﾍﾞ ﾏｼﾉ ｲｹﾐ ﾕｳｶ

2 C1548 阿部　茉偲(2) 高宮中 2 C249 池見　有可(2) 長丘中

ｱﾀﾞﾁ ﾅﾅ ｺﾆｼ ｶﾎ

3 C627 安達　菜々(1) 金武中 3 C604 小西　花歩(1) 長丘中

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳ ｼﾞﾇｼ ﾉｱ

4 E1867 原田　結羽(1) 粕屋 4 C605 地主　乃彩(1) 長丘中

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｶ ﾀｻｷ ﾉｿﾞﾐ

5 C93 渡邊　紀夏(2) 多々良中 5 C559 田﨑　希美(1) 席田中

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ ｸﾜﾅ ｺﾅﾂ

6 E1355 中村　心優(2) 福間 6 E856 桑名　小夏(2) 新宮東

ｵｵｷﾞ ﾋﾖﾘ ｵﾁ ﾐｲﾊ

7 E1360 大城　燈和(2) 福間 7 C602 越智　美唯葉(1) 長丘中

ｸﾛｷ ｻｴ ﾁｮｳ ﾕﾂﾞｷ

8 C615 黒木　紗笑(1) 柏原中 8 C606 長　幸津伎(1) 長丘中

ﾂﾁﾀﾞ ｲﾁｶ ｵﾊﾞﾀ ｱｶﾘ

9 C393 土田　一花(1) 高宮中 9 C603 小畑　明香里(1) 長丘中

ﾋﾀﾞｶ ｻﾁ ｵﾊﾞﾅ ｿﾗ

10 C617 日髙　早智(1) 柏原中 10 C508 尾花　蒼空(1) 和白丘中

ﾆﾀﾐｽﾞ ｽﾐﾚ ﾋﾗﾀ  ｻｷ

11 C293 二田水　菫(1) 高取中学校 11 C1475 平田　紗希(2) 和白丘中

ﾅﾜﾀ ﾘﾘｶ ｶﾄｳ ｳﾀ

12 E1367 縄田　梨々夏(2) 福間 12 C1577 加藤　詩(2) 柏原中

ｷﾉｼﾀ ﾈﾈ ﾅｶﾑﾗ ｷﾇ

13 C1294 木下　初音(3) 曰佐中 13 C1578 中村　きぬ(2) 柏原中

ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾓｶ ｶﾂﾗｷﾞ ﾘﾝ

14 C174 山本　桃歌(2) 板付中 14 C503 葛城　鈴(1) 和白丘中

ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ ﾊｼﾓﾄ ﾕｲ

15 E1365 中山　愛梨(2) 福間 15 C395 橋本　惟(1) 高宮中

ﾖｺﾀ ﾕｽﾞｷ ﾅｶﾞｲ ﾘｻ

16 C297 横田　柚希(1) 高取中学校 16 C333 永井　李沙(1) 梅林中

ｿﾒﾔ ﾕﾑ ﾉﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ

17 C168 染谷　結夢(2) 板付中 17 C400 野見山　暖果(1) 高宮中
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ﾅｶｲ ﾅﾅﾐ

1 C1267 仲井　七海(3) 長丘中 1

ｶﾜｺﾞｴ ﾙﾅ

2 C243 川越　瑠奈(2) 長丘中 2

ｻﾜﾀﾞﾏｵ

3 C287 澤田　愛央(1) 高取中学校 3

ｼﾝｶｲ ｾﾗ

4 C384 新開　せら(1) 元岡中 4

ﾊｼﾓﾄ ﾋﾖﾘ

5 C1500 橋本　陽和(2) 元岡中 5

ｽﾐﾅｶﾞ ｿﾗ

6 C1273 住永　蒼空(3) 長丘中 6

ﾀｲﾗ ﾕﾅ

7 C237 平　優菜(2) 長丘中 7

ﾅｶﾞｼﾏ ﾅﾙ

8 C380 長島　奈瑠(1) 元岡中 8

ｿﾌﾞｴｲｵﾘ

9 C288 祖父江　衣織(1) 高取中学校

ｻｶﾀ ﾒｲ

10 C576 坂田　芽生(1) 片江中学校

ﾅｶｼﾏ ｶｴﾃﾞ

11 C561 中島　楓(1) 席田中

ﾓﾘﾊﾗ ﾘﾝ

12 E1810 森原　凛(1) 新宮東

ﾐﾔｻｶ ﾘｵ

13 C580 宮坂　梨央(1) 片江中学校

ｲｼｸﾗﾕｳｷ

14 C283 石藏　由季(1) 高取中学校

ﾀﾅｶ ｺｺﾉ

15 C289 田中　心乃(1) 高取中学校

ｶﾘﾔﾐｻｷ

16 C286 苅谷　美沙希(1) 高取中学校

ｶﾄﾞｶﾜｺｺﾅ

17 C285 門川　心菜(1) 高取中学校


