
小学5年男子100m

6月19日 12:25 予　選
6月19日 15:30 決　勝

予　選　10組0着＋8

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｶｴﾂ ﾖｼﾅﾘ

1 V674 嘉悦　義也(5) アスリートリンク筑後 1
ｸﾛｷ ﾚｵ ﾖｼﾓﾄ ｶﾝｷ

2 Y375 黒木　羚央(5) 平和台ＪＣ 2 Y30 吉本　貫希(5) 福岡ＪＲＣ
ｴｸﾞﾁ ﾘﾝ ｼﾓﾑﾗ ﾊﾔﾄ

3 V568 江口　凜(5) YASC 18.50 3 V511 下村　隼人(5) ちくぜんRC 17.28
ﾖｺｲｼ ｱﾂﾙ ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ

4 Y402 横石　淳流(5) 那珂川ジュニア 14.47 4 Y828 齊藤　陽向(5) 志免町陸友会 14.74
ｷﾃﾞﾗ ｻﾄﾙ ﾌｸﾀﾞ ｺｳｽｹ

5 Z785 木寺　聡(5) 本城陸上ク 15.86 5 V576 福田　晃佑(5) 筑後クラブ 15.63
ｺｶﾞ ｹｲｾｲ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｾｲ

6 V616 古賀　恵星(5) 八女JAC 16.99 6 Y212 山口　雄生(5) ランナーズ 16.66
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾏﾋﾛ ﾀｹﾌｼﾞ ﾊﾔﾄ

7 V643 森永　真拓(5) 筑後クラブ 16.18 7 V303 竹藤　勇人(5) アスリートリンク筑後 14.56
ﾏｽﾅｶﾞ ﾙｲ ｱﾘﾖｼ ﾊｽﾐ

8 v461 増永　琉力(5) 高良内陸上ク 19.05 8 Z782 有吉　初純(5) 本城陸上ク 18.79
ﾃｼﾏ ｿｳﾔ ｲﾜｼﾀ ﾚｲ

9 v535 手島　想弥(5) うきは市陸上クラブ 16.80 9 v604 岩下　怜生(5) 朝倉陸上 16.80

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

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

1 1
ﾏﾂｵ ｿｳｲﾁﾛｳ ｻｶﾓﾄ ﾘｷ

2 Y511 松尾　聡一郎(5) 福岡キッズ 2 X348 坂本　莉樹(5) 芦屋JC
ｸﾘｽ ｼﾞｭﾀﾛｳ ｿｶﾞ ｹﾝｼﾝ

3 V679 栗栖　樹大郎(5) ちくぜんRC 3 Z1054 曽我　健心(5) 明治学園クラブ

ｺﾞｳｼﾞﾏ ｺｳｷ ｼﾗﾂﾁ ﾅｵｷ

4 V611 合嶋　煌稀(5) アスリートリンク筑後 15.55 4 Y429 白土　直樹(5) 糸島Jr.AC 16.43
ｵｶﾍﾞ ｼｭﾝ ﾀｹｽｷﾞ ﾅｵ

5 Y189 岡部　詢(5) アローザル 15.19 5 V645 竹杉　成央(5) 筑後クラブ 14.98
ｻｴｷ ｿｳｽｹ ﾉｸﾞﾁ ｼｭｳﾏ

6 Z952 佐伯　颯介(5) 新田原ランナーズ 15.72 6 V620 野口　秀馬(5) YASC 16.30
ｺﾑﾚ ｲﾂｷ ｿﾉﾔﾏ ｶｽﾞﾏ

7 482 小牟禮　樹(5) 久留米陸上教室 16.20 7 V309 其山　和真(5) アスリートリンク筑後 14.77
ｶｲﾄｳ ﾐﾛｸ ｻｶｲ ﾐｽﾞｷ

8 V503 海東　未呂久(5) 筑後クラブ 16.98 8 V560 酒井　瑞基(5) 八女JAC 17.02
ｵｵﾂﾎﾞ ﾋﾅﾀ ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ

9 v605 大坪　日那汰(5) 朝倉陸上 20.70 9 V672 宮川　翔馬(5) ちくぜんRC 17.11

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

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

1 1
ﾀｹｲ ﾋﾅﾀ ｱｷﾔﾏ ﾀｲｶﾞ

2 Y459 武井　陽向(5) 福岡ＪＲＣ 2 X357 秋山　大河(5) 芦屋JC
ｶﾗｽﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ ｲﾃﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ

3 Y899 烏山　昇大(5) 平和台ＪＣ 3 Y510 井出　凛太郎(5) 福岡キッズ
ﾔﾏｻｷ ｷｮｳﾀ ﾏﾝﾀﾞ ﾚｵ

4 v533 山﨑　響太(5) うきは市陸上クラブ 16.43 4 Z821 萬田　羚央(5) コヤノセＲＣ 16.49
ｺｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ｶﾜﾁ ﾕｳﾏ

5 y406 古賀　裕大(5) アスラン 15.20 5 V487 河内　悠真(5) 小郡陸上クラブ 15.50
ﾅｶﾏ ｹｲｽｹ ｺﾓﾘ ﾊﾙﾄ

6 Y37 中間　圭佑(5) 武田ＡＣ 15.87 6 Y340 小森　晴登(5) 那珂川ジュニア 16.13
ｾｺｸﾞﾁ ｴｲｺﾞ ｳﾗ ｶｲｴﾝ

7 V486 世古口　瑛伍(5) 小郡陸上クラブ 15.01 7 V646 浦　快縁(5) 筑後クラブ 14.97
ｻﾜﾀﾞ ｱﾗﾀ ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳｷ

8 V205 澤田　新大(5) ちくぜんRC 17.15 8 v228 内山　翔希(5) うきは市陸上クラブ 17.87
ﾉﾘﾄﾐ ｲﾌﾞｷ ｻｶﾓﾄ ｱｵ

9 V319 乗冨　壱颯(5) 筑後クラブ 17.00 9 Z990 坂本　蒼應(5) 新田原ランナーズ 16.98



小学5年男子100m

6月19日 12:25 予　選
6月19日 15:30 決　勝

予　選　10組0着＋8

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

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

1 1
ﾔﾏｶﾞ ｶｽﾞﾄ ﾂﾙﾄﾞﾒ ｴｲﾄ

2 Y512 山賀　一仁(5) 福岡キッズ 2 Y274 鶴留　栄人(5) 福岡ＪＲＣ
ﾊﾞﾊﾞ ｹｲﾀ ｳﾗｺﾞｳ ｲｯｻ

3 X307 馬場　敬大(5) 芦屋JC 3 V678 浦郷　一冴(5) ちくぜんRC
ﾅｶﾊﾗ ｾｲﾔ ﾆｼｵ ｲﾂｷ

4 V513 中原　誠也(5) ちくぜんRC 16.47 4 V558 西尾　樹(5) 八女JAC 15.97
ﾀﾅｶ ﾀｲｷ ﾅｶｼﾏ ﾘｷ

5 V400 田中　泰騎(5) 筑後クラブ 16.47 5 V240 中島　李樹(5) 筑後クラブ 15.45
ｲﾜｻｷ ﾕｳｽｹ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾉｽｹ

6 y255 岩﨑　友佑(5) アスラン 14.99 6 y184 窪田　匠之輔(5) アスラン 16.50
ﾎﾘｸﾞﾁ ﾊﾙｷ ﾖｼﾓﾄ ﾕｳﾏ

7 264 堀口　晴気(5) みつ陸 15.33 7 Z840 吉本　悠馬(5) すがお陸上ク 15.10
ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾋ ﾀｺﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ

8 V581 吉田　旭(5) アスリートリンク筑後 16.94 8 v603 田子森　春樹(5) 朝倉陸上 16.70
ﾀｹｼﾀ ﾏｻﾄ ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｳﾏ

9 V559 竹下　誠人(5) 八女JAC 17.24 9 V548 良永　悠馬(5) アスリートリンク筑後 18.44

9組 風(+/-    ) 10組 風(+/-    )

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

1 1
ﾅｶﾞﾄﾐ ｶｲﾘ ｳｴﾉ ｿｳｽｹ

2 Y509 永冨　凱理(5) 福岡キッズ 2 Y965 上野　爽佑(5) 飯倉陸上クラブ

ｷﾀｵｶ ﾀﾞｲ ﾂﾙﾓﾄ ﾕｳﾏ

3 Y227 北岡　大(5) 粕屋RC 3 Y840 弦本　有真(5) 粕屋RC
ﾔﾏｼﾀ ｶﾅﾔ ﾄﾓｴﾀﾞ ﾚｵ

4 Y39 山下　奏也(5) 那珂川ジュニア 15.34 4 Y417 友枝　怜生(5) アスリートリンク 15.98
ﾄｷﾂ ｴｲﾄ ｵｵﾂｶ ﾀｸﾏ

5 V512 時津　英翔(5) ちくぜんRC 16.65 5 V623 大塚　拓真(5) YASC 14.84
ﾖｼﾀｹ ｼﾝｼﾞ ｾﾘ ﾊﾔﾄ

6 V416 吉武　真路(5) 筑後クラブ 16.24 6 Y333 世利　隼士(5) 志免町陸友会 15.46
ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ ｻﾄｳ ﾄｳﾏ

7 Y865 森田　隼人(5) 志免町陸友会 15.52 7 y963 佐藤　透真(5) アスラン 16.50
ﾅｶﾞｲ ﾕｳ ﾂﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ

8 v606 永井　佑(5) 朝倉陸上 16.90 8 393 堤　隆寛(5) みつ陸 18.00
ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝｶﾞ ｶﾜﾑﾗ ﾘｸﾄ

9 v985 前田　旬我(5) 高良内陸上ク 19.44 9 V642 川村　陸人(5) 筑後クラブ 16.97

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

9



小学6年男子100m

6月19日 13:00 予　選
6月19日 15:40 決　勝

予　選　8組0着＋8

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｵｵｸﾏ ﾘｸ ｺｶﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

1 v472 大熊　陸(6) 朝倉陸上 17.00 1 Y239 古賀　健太郎(6) アローザル
ﾊﾙﾓﾄ ｺﾊｸ ﾀｶﾂｷ ﾙｲ

2 X356 春本　琥珀(6) 田川RC 2 Y414 高月　琉伊(6) アスリートリンク 17.01
ｸﾎﾞ ﾖｼｷ ﾏﾂｵ ｲｯｷ

3 Y395 久保　善己(6) 福岡ＪＲＣ 3 Z1006 松尾　一輝(6) コヤノセＲＣ

ﾌｶﾏﾁ ﾘﾂ ｼﾓﾄｿ ﾕｳﾀ

4 V502 深町　律(6) 筑後クラブ 13.40 4 Z554 下唐湊　雄大(6) 本城陸上ク 15.49
ﾔﾏｶﾜ ﾋｶﾘ ﾉﾑﾗ ﾄｷｵ

5 V404 山川　洸(6) ちくぜんRC 15.09 5 V405 野村　時央(6) 宮ノ陣ＡＣ 14.56
ﾋﾗｵｶ ｿｳｽｹ ｳｴﾑﾗ ﾕｳｼﾝ

6 V317 平岡　蒼亮(6) アスリートリンク筑後 14.67 6 Z781 植村　祐心(6) 未来陸上 13.22
ﾖｼﾑﾗ ﾀｸﾄ ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

7 V813 吉村　拓徒(6) 宮ノ陣ＡＣ 15.63 7 y953 宮崎　貴大(6) アスラン 14.89
ｱｵﾀﾆ ﾅｵ ﾏﾌﾞﾁ ｵﾄﾔ

8 Z613 青谷　直歩(6) コヤノセＲＣ 15.78 8 V17 馬淵　音弥(6) 筑後クラブ 15.78
ﾀﾅｶ ｼｮｳﾏ ﾊﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

9 ｖ865 田中　奬真(6) うきは市陸上クラブ 17.22 9 Z1011 浜田　遼大郎(6) 苅田与原RC 16.88

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

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

1 1
ｺｳﾀﾞ ｱﾂｷ ｺﾞﾄｳ ｿﾗ

2 v536 江田　充輝(6) うきは市陸上クラブ 17.25 2 Y283 後藤　蒼空(6) 粕屋RC
ﾔｽｺｳﾁ ﾏｻﾔ ﾀｶﾀﾞ ｺｳﾀ

3 Y422 安河内　真弥(6) アスリートリンク 17.28 3 Z515 高田　航汰(6) コヤノセＲＣ 17.04
ｲﾉｳｴ ﾀｲｺｳ ｲｼﾊﾞｼ ｴｲｲﾁﾛｳ

4 Y716 井上　泰航(6) 平和台ＪＣ 13.79 4 Z675 石橋　英一郎(6) 新田原ランナーズ 14.94
ｷﾖﾏﾂ ｹｲ ﾋｷﾀ ﾚｲ

5 266 清松　圭(6) みつ陸 15.03 5 Y279 疋田　怜(6) アローザル 13.19
ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾄ ﾏｷﾀ ﾀｲｼ

6 Y400 髙橋　直杜(6) 那珂川ジュニア 14.91 6 0 蒔田　大志(6) アスリートリンク 14.50
ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ ｺﾆｼ ｹﾝｼﾝ

7 v471 田辺　陽音(6) 朝倉陸上 13.90 7 V641 小西　健心(6) アスリートリンク筑後 15.38
ｸﾜﾊﾗ ｴｲﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲ

8 V398 桑原　映人(6) 筑後クラブ 16.30 8 V320 渡邊　蒼海(6) 筑後クラブ 16.67
ﾀｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ ｻｸﾗﾊﾞ ｹｲｽｹ

9 V22 高原　悠輔(6) ちくぜんRC 16.44 9 391 櫻庭　圭佑(6) みつ陸 16.19

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

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

1 1
ｶﾜｶﾐ ｿﾗ ﾆｼﾅｶ ﾚﾝﾄ

2 V514 川上  　空(6) ちくぜんRC 17.01 2 Z894 西中　蓮翔(6) 苅田与原RC 17.44
ﾓﾘｼﾀ ﾑﾈﾊﾙ ﾋﾞｯｻｰ ｶｲ

3 Z1003 森下　宗春(6) 苅田与原RC 17.15 3 V14 ビッサー　力惟(6) 筑後クラブ 17.20
ｺｶﾞ ﾅﾙﾐ ｲﾅﾖｼ ｶｽﾞﾏ

4 142 古賀　成道(6) YASC 13.53 4 V453 稲吉　一真(6) アスリートリンク筑後 15.30
ﾓﾘﾜｷ ﾚﾝ ﾌｶﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ

5 V204 森脇　蓮(6) 小郡陸上クラブ 14.32 5 V637 深田　康士郎(6) 立石ランナーズ 13.58
ｺｳﾉ ｺｳｷ ﾅｲﾄｳ ﾙｲ

6 y45 河野　晃希(6) アスラン 14.99 6 ｖ586 内藤　瑠一(6) うきは市陸上クラブ 14.10
ﾌｼﾞｻｷ ｺｳｼﾞﾛｳ ﾀｹｻｷ ｺｳ

7 Z580 藤崎　光治郎(6) オリオニシ陸ク 15.36 7 Y310 竹崎　昊(6) 篠栗ＪＲＣ　 14.99
ﾀｼﾏ ｹﾝｼ ｳﾜｺﾞﾓﾘ ﾕｳ

8 V13 田島　健志(6) 筑後クラブ 16.67 8 Y345 上籠　悠(6) ランナーズ 16.23
ﾎｿｶﾜ ﾖｼﾋﾛ ｽｽﾑ ﾏﾅﾄ

9 Y344 細川　義弘(6) ランナーズ 16.23 9 V417 進　学人(6) 筑後クラブ 16.62



小学6年男子100m

6月19日 13:00 予　選
6月19日 15:40 決　勝

予　選　8組0着＋8

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｸﾘﾀ ｺﾀﾛｳ

1 1 X352 栗田　琥太郎(6) 芦屋JC
ﾓﾓｻｶ ﾋﾛｷ ｲｹｶﾞﾜ ﾕｳﾏ

2 Y421 桃坂　昊樹(6) アスリートリンク 17.34 2 Z1016 池川　佑磨(6) 北九州リック

ｶﾈｶﾞｴ ﾕｳｺﾞ ﾔﾏｻｷ ｱｲﾑ

3 V431 鐘ヶ江　悠吾(6) 三潴ジュニア陸上 16.96 3 Z918 山崎　蒼生(6) 苅田与原RC 18.88
ｲｹﾀﾞ ｿｳｼﾛｳ ﾉｸﾞﾁ ﾖｳｼﾛｳ

4 v185 池田　蒼士郎(6) 朝倉陸上 15.00 4 V148 野口　洋志郎(6) AA大木 14.88
ｵﾔﾏ ｿｳﾀ ｵｶﾞﾀ ｷﾄﾗ

5 V541 小山　颯太(6) 立石ランナーズ 14.02 5 Y843 緒方　稀虎(6) 壱岐東AC 14.52
ｶﾜﾊﾞﾀ ｶﾝﾀ ﾏﾂｵ ﾊﾙ

6 X361 河端　寛太(6) 穂波JAC 13.73 6 V15 松尾　明(6) 筑後クラブ 15.49
ｱﾗﾀﾆ ﾖｳｽｹ ﾏﾂｵ ｺｳﾀ

7 V501 荒谷　遥介(6) 筑後クラブ 15.11 7 Y349 松尾　康汰(6) 那珂川ジュニア 13.23
ｳﾉ ｺｳｷ ﾌｸﾀﾞ ｱｷ

8 ｖ53 宇野　巧基(6) うきは市陸上クラブ 16.26 8 Z790 福田　義(6) 本城陸上ク 16.71
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾋ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾏ

9 V667 淺川　裕陽(6) 筑後クラブ 16.50 9 V397 川畑　涼真(6) 筑後クラブ 15.99

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

9



小学5・6年共通男子800m

6月19日 11:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｲｹﾀﾞ ｹﾞﾝｷ ﾊﾗ ﾀｲｷ

1 Y317 池田　玄樹(5) ハコザキアッツ 1 Z881 原　泰希(5) すがお陸上ク 3:23.0
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾅﾙﾐ ﾊﾔｼ ﾋﾛﾄ

2 X265 松永　親海(6) 芦屋JC 2 663 林　大翔(6) みつ陸 3:05.00
ﾊﾔﾉ ｺｳｷ ｷｸﾁ ｼｮｳｾｲ

3 X285 早野　煌基(6) 芦屋JC 3 Y755 菊地　祥生(6) 志免町陸友会 3:10.53
ｵｵｺ ﾄﾓｷ ｲﾜﾏﾙ ﾁｶｾﾞ

4 X294 大古　友希(6) 芦屋JC 4 Z734 岩丸　知楓(5) 椎田陸 3:10.15
ﾜｶﾞﾀ ｻｸ ｶｼﾞﾜﾗ ﾘｸ

5 Z1029 我田　朔(5) 北九州リック 5 V601 梶原　陸玖(5) 東峰ＲＣ
ﾔｽﾀﾞ ﾂｶｻ ﾜﾁ ｹｲｽｹ

6 Y100 安田　司(5) 飯倉陸上クラブ 6 v474 和智　惠亮(5) 朝倉陸上 3:16.00
ｵｵﾀ ﾊﾙｷ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾙｲ

7 Y346 太田　晴貴(6) ランナーズ 7 X315 藤本　類(6) 田川RC
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾌｳｼ ﾅｶﾞﾐﾈ ｺｳｼﾛｳ

8 X269 森永　颯心(5) 芦屋JC 8 X255 永峰　功士郎(5) 穂波JAC 3:29.00
ｻｶﾓﾄ ﾖｼﾊﾙ ｷﾝﾗ ｺｳﾖｳ

9 X319 坂本　佳晴(6) 芦屋JC 9 Z615 金良　光陽(5) コヤノセＲＣ 3:04.60
ｷﾖﾀ ﾚﾝ ﾏﾂｸﾞ ｼｮｳﾍｲ

10 X266 清田　蓮(6) 芦屋JC 10 X280 眞次　渉平(5) 穂波JAC 3:25.00
ｵｵｳﾁﾀﾞ ｹﾝｼﾝ ｲﾁｵｶ ﾀｹﾙ

11 Y137 大内田　健心(6) 粕屋RC 11 0 市岡　丈(5) 安武走友クラブ 3:05.00

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾄｸﾅｶﾞ ｿｳｽｹ ﾏｷﾉ ｾｲｼｭｳ

1 V635 徳永　壮祐(6) 立石ランナーズ 3:01.68 1 Y829 牧野　星柊(5) 志免町陸友会 2:45.90
ﾀﾆｸﾞﾁ ｿｳｼﾞ ｵｵｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｸ

2 V449 谷口　総司(5) 小郡陸上クラブ 3:00.85 2 v473 大内田　遥空(6) 朝倉陸上 2:54.00
ｵｵｸﾎﾞ ﾚｲﾄ ｾﾘ ﾅｵｷ

3 V167 大久保　怜斗(5) 安武走友クラブ 2:54.56 3 Y783 世利　直輝(6) ランナーズ 2:45.00
ﾊﾗ ｷｮｳﾀ ｳﾁﾉ ﾕｳｶﾞ

4 Z880 原　杏太(5) すがお陸上ク 2:57.0 4 Y319 内野　由雅(5) ハコザキアッツ 2:45.00
ﾏﾂｸﾞﾏ ﾕｲﾄ ﾂｸﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

5 V618 松隈　結大(5) YASC 2:59.44 5 Z612 佃　和弥(6) コヤノセＲＣ 2:52.07
ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｭｳｷ ｺｼﾞﾏ ｻﾄﾙ

6 Z988 徳永　龍樹(5) オリオニシ陸ク 2:57.27 6 Y318 児嶋　慧(5) ハコザキアッツ 2:50.77
ﾏﾂｵｶ ｶｲﾄ ﾎﾝﾀﾞ ｺﾀﾛｳ

7 X292 松岡　海斗(5) 穂波JAC 2:59.00 7 X330 本田　虎太朗(6) 宮若ランナーズ 2:47.94
ｲｼｲ ﾕｳｷ ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼｮｳ

8 ｖ585 石井　悠喜(6) うきは市陸上クラブ 2:56.00 8 Z879 山本　瑛翔(6) すがお陸上ク 2:43.0
ﾜｷﾔﾏ ｾﾅ ﾀﾅｶ ﾘｷ

9 V948 脇山　聖成(6) 立石ランナーズ 2:58.14 9 V644 田中　李樹(5) 筑後クラブ 2:43.68
ﾋﾋﾞｵ ﾘｭｳｷ ﾆｼﾀﾞ ﾅｵｷ

10 0 日比生　龍樹(5) 安武走友クラブ 3:00.00 10 v470 西田　直煌(6) 朝倉陸上 2:47.00
ﾀｶｷ ﾋﾛ ﾉﾀﾞ ｿｳﾉｽｹ

11 Y453 高木　彪桜(6) ハコザキアッツ 2:54.93 11 265 野田　颯乃介(6) みつ陸 2:50.00
ﾐﾖｼ ｱｽｶ

12 Y446 三好　朱鳥(6) 篠栗ＪＲＣ　 2:47.54



小学5・6年共通男子800m

6月19日 11:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｼﾗｲﾜ ｶｲﾄ ｲｼｶﾜ ｿﾗﾝ

1 Z823 白岩　快斗(5) すがお陸上ク 2:36.0 1 561 石川　想藍(6) みつ陸 2:27.00
ﾆｼﾔﾏ ｿｳﾔ ﾂｶﾀﾞ ﾕｷﾄ

2 Z839 西山　颯哉(5) 苅田与原RC 2:42.89 2 Z647 塚田　倖斗(6) 本城陸上ク 2:27.29
ｵｵﾔﾏ ｶｲｾｲ ﾅｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ

3 V211 大山　快晴(5) 安武走友クラブ 2:39.57 3 Z842 内藤　伊吹(6) 新田原ランナーズ 2:25.39
ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲﾔ ﾔﾏｶﾜ ｹﾝｽｹ

4 Z725 山口　晟矢(6) オリオニシ陸ク 2:37.53 4 Y693 山川　憲祐(6) YJC 2.23
ﾊｼﾓﾄ ｶｲﾘﾝ ｵｵｻﾜ ｺｳﾀ

5 Z731 橋本　凱凛(5) すがお陸上ク 2:43.0 5 Z591 大澤　煌大(6) すがお陸上ク 2:28.0
ｲﾜﾀﾆ ﾘｮｳﾀ ﾌｼﾞｶﾜ ｸﾗﾉｽｹ

6 Z625 岩谷　亮汰(5) 新田原ランナーズ 2:42.35 6 X250 藤川　蔵乃佐(6) 穂波JAC 2:27.17
ｱｶﾎﾞｼ ﾊﾙﾋ ｸﾆﾋﾛ ｲﾂｷ

7 Z590 赤星　陽悠(6) すがお陸上ク 2:39.0 7 Z579 國弘　一樹(6) 苅田与原RC 2:30.79
ｶｼﾞｵ ｲｯﾄ ﾏﾂｵｶ ｺｳﾒｲ

8 Y295 梶尾　樹斗(5) 那珂川ジュニア 2:41.00 8 Y293 松岡　煌明(6) 那珂川ジュニア 2:35.29
ｳｴﾀﾞ ｲｯｻ ｲﾉｳｴ ｼｭﾝ

9 Z713 上田　一颯(5) 苅田与原RC 2:36.22 9 V526 井上　峻(6) 立石ランナーズ 2:33.0
ﾖｼｵｶ ﾀﾞｲﾁ ﾐｰﾄﾞ ﾏｰｸ

10 Z697 吉岡　大地(6) オリオニシ陸ク 2:37.57 10 X328 ミード　マーク(6) 穂波JAC 2:35.00
ｴｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ

11 V435 江口　鷲斗(6) 安武走友クラブ 2:38.82 11 X225 近藤　柊羽(6) 芦屋JC 2.30
ｳｼｼﾞﾏ ｿｳｽｹ ﾔﾏﾀﾞ ﾙｷ

12 V613 牛島　蒼介(6) 立石ランナーズ 2:38.32 12 Z621 山田　琉貴(6) すがお陸上ク 2:36.0

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



小学5・6年共通男子コンバインドＡ
審 判 長：
記録主任：

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
資格 
記録

80mH 走高跳 総合 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾂｷ ﾘｮｳｾｲ

333 甲木　涼聖
(6)
ｼﾛﾀ ﾋﾛﾑ

X296 代田　大夢
(6)
ｳﾙｼﾏ ｶﾝｽｹ

X311 宇留島　貫助
(5)
ﾔﾏﾀﾞ ﾋｻﾄ

Y15 山田　悠仁
(5)
ﾔｽﾉ ｱｵﾄ

Y284 安野　碧斗
(6)
ﾄｳ ﾅｵﾕｷ

Y919 藤　直之
(5)
ｸﾗﾀ ﾚｵﾝ

Z546 倉田　怜音
(6)
ｲﾃﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ

Z585 出田　隆之助 1932
(6)
ｼﾏﾅ ｴｲﾀ

Z745 嶋名　映太
(6)
ｲﾃﾞ ﾊﾙﾁｶ

Z843 井手　悠誓 1063
(5)

所属

YASC

田川RC

田川RC

アローザル

粕屋RC

粕屋RC

苅田与原RC

新田原ランナーズ

苅田与原RC

新田原ランナーズ



小学5・6年共通男子コンバインドＡ 80mH

6月19日 09:10 決　勝

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

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

1 1

2 2
ｲﾃﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾄｳ ﾅｵﾕｷ

3 Z585 出田　隆之助(6) 新田原ランナーズ 3 Y919 藤　直之(5) 粕屋RC
ｶﾂｷ ﾘｮｳｾｲ ｲﾃﾞ ﾊﾙﾁｶ

4 333 甲木　涼聖(6) YASC 4 Z843 井手　悠誓(5) 新田原ランナーズ

ｼﾏﾅ ｴｲﾀ ﾔﾏﾀﾞ ﾋｻﾄ

5 Z745 嶋名　映太(6) 苅田与原RC 5 Y15 山田　悠仁(5) アローザル
ﾔｽﾉ ｱｵﾄ ｸﾗﾀ ﾚｵﾝ

6 Y284 安野　碧斗(6) 粕屋RC 6 Z546 倉田　怜音(6) 苅田与原RC
ｼﾛﾀ ﾋﾛﾑ ｳﾙｼﾏ ｶﾝｽｹ

7 X296 代田　大夢(6) 田川RC 7 X311 宇留島　貫助(5) 田川RC



小学5・6年共通男子コンバインドＡ 走高跳

6月19日 11:00  1組

ｼﾛﾀ ﾋﾛﾑ

1 X296 代田　大夢(6) 田川RC
ｲﾃﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ

2 Z585 出田　隆之助(6) 新田原ランナーズ

ﾔｽﾉ ｱｵﾄ

3 Y284 安野　碧斗(6) 粕屋RC
ﾄｳ ﾅｵﾕｷ

4 Y919 藤　直之(5) 粕屋RC
ｸﾗﾀ ﾚｵﾝ

5 Z546 倉田　怜音(6) 苅田与原RC
ｲﾃﾞ ﾊﾙﾁｶ

6 Z843 井手　悠誓(5) 新田原ランナーズ

ｳﾙｼﾏ ｶﾝｽｹ

7 X311 宇留島　貫助(5) 田川RC
ｶﾂｷ ﾘｮｳｾｲ

8 333 甲木　涼聖(6) YASC
ﾔﾏﾀﾞ ﾋｻﾄ

9 Y15 山田　悠仁(5) アローザル
ｼﾏﾅ ｴｲﾀ

10 Z745 嶋名　映太(6) 苅田与原RC

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 得点 順位 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



小学5･6年共通男子コンバインドＢ
審 判 長：
記録主任：

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
資格 
記録

走幅跳
ジャベ
ボール

投
総合 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｼｹﾞﾐﾂ ﾘｭｳｼﾞﾝ

v343 重光　龍臣
(6)
ﾄﾐﾔﾏﾄﾐﾔﾏ ｿｳﾏ

v345 冨山　颯真
(6)
ｺｶﾞ ﾀｸﾏ

v460 古賀　卓真
(5)
ﾏﾉ ｺｳﾀﾞｲ

v543 眞野　航大
(5)
ﾊﾔｾ ｼﾝﾀﾛｳ

v598 早瀬　慎太朗
(5)
ﾊﾔｼﾀﾞ ﾊﾙｷ

V163 林田　晴輝
(5)
ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾂﾋﾄ

V175 川口　諄人
(6)
ｲﾄｳ ﾀｲｼ

V215 伊藤　大志
(6)
ﾏﾙﾔﾏ ｿｳﾀﾞｲ

V271 丸山　創大
(5)
ｲﾉｳｴ ﾓﾄﾅﾘ

V282 井上　宗也
(6)
ｶﾈﾏﾙ ｺｳ

V401 金丸　幸
(5)
ｲｽﾞﾐ ﾀｸﾄ

V436 泉　拓人
(6)
ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾞｲ

V549 東島　優大
(5)
ﾖｼﾀﾞ ｷﾗﾘ

V569 吉田　輝星
(5)
ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾀﾞｲ

V596 中村　柊大
(6)
ｵｸｿﾞﾉ ﾃﾙｷ

V653 奥園　輝希
(5)
ｷｭｳﾗｷﾞ ﾊﾙｷ

V673 久良木　陽輝
(5)
ｼﾊﾞﾀ ｺｳｷ

V814 柴田　光輝 1475
(6)
ﾊﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ

y956 花田　陽希
(6)
ﾔﾌﾞﾀ ﾋﾛﾄ

Y120 藪田　大翔
(6)
ﾊｷﾞｵ ﾚﾝ

Y141 萩尾　廉
(5)
ﾏﾜﾀﾘ ｿｳ

Y285 馬渡　蒼
(6)

粕屋RC

粕屋RC

アスラン

アローザル

AA大木

宮ノ陣ＡＣ

黒木陸上

三潴ジュニア陸上

アスリートリンク筑後

YASC

八女JAC

東峰ＲＣ

黒木陸上

東峰ＲＣ

八女JAC

黒木陸上

高良内陸上ク

黒木陸上

高良内陸上ク

高良内陸上ク

所属

朝倉陸上

朝倉陸上



小学5･6年共通男子コンバインドＢ
審 判 長：
記録主任：

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
資格 
記録

走幅跳
ジャベ
ボール

投
総合 順位 ｺﾒﾝﾄ所属

ﾀｶｷ ﾊﾙｷ

Y356 高木　晴生
(6)
ｱﾍﾞ ﾘｷ

Y853 安部　力輝
(5)
ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙ

Z545 吉村　陽琉
(6)
ﾖｼﾊﾗ ｼｭｳｺﾞ

Z616 吉原　柊心
(5)
ﾓﾘﾓﾄ ﾀｹﾙ

Z674 森本　虎琉 1464
(6)
ﾊｶﾞ ﾋﾛﾄ

Z714 芳賀　博翔
(5)
ﾔﾏﾓﾄ ﾄｳｼﾛｳ

Z780 山本　桃士朗 1557
(5)
ｼﾐｽﾞ ﾃｯﾀ

Z797 清水　哲太
(5)
ｽｶﾞ ｾｲｼﾛｳ

Z975 菅　誠史郎
(6)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅﾒ

Z989 渡邉　要芽
(5)
ﾀｺﾞﾓﾘ ｺﾀﾛｳ

Z1000 田籠　琥太郎
(6)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾉｽｹ

Z1048 遠藤　柳之介
(5)
ｸｶﾞ ﾄﾓﾋﾛ

Z1049 久賀　友裕
(5)
ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾄ

Z1051 井上　陽仁
(5)

明治学園クラブ

明治学園クラブ

北九州リック

明治学園クラブ

明治学園クラブ

椎田陸

新田原ランナーズ

コヤノセＲＣ

新田原ランナーズ

苅田与原RC

苅田与原RC

コヤノセＲＣ

那珂川ジュニア

ＵＧＴＣ



小学5･6年共通男子コンバインドＢ 走幅跳

6月19日 10:00  1組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾊﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ

1 y956 花田　陽希(6) アスラン
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅﾒ

2 Z989 渡邉　要芽(5) 椎田陸
ﾖｼﾀﾞ ｷﾗﾘ

3 V569 吉田　輝星(5) YASC
ﾊﾔｾ ｼﾝﾀﾛｳ

4 v598 早瀬　慎太朗(5) 高良内陸上ク
ﾖｼﾊﾗ ｼｭｳｺﾞ

5 Z616 吉原　柊心(5) コヤノセＲＣ
ﾄﾐﾔﾏﾄﾐﾔﾏ ｿｳﾏ

6 v345 冨山　颯真(6) 朝倉陸上
ﾓﾘﾓﾄ ﾀｹﾙ

7 Z674 森本　虎琉(6) 新田原ランナーズ

ﾀｶｷ ﾊﾙｷ

8 Y356 高木　晴生(6) 那珂川ジュニア
ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾀﾞｲ

9 V596 中村　柊大(6) 黒木陸上
ﾏﾜﾀﾘ ｿｳ

10 Y285 馬渡　蒼(6) 粕屋RC
ｺｶﾞ ﾀｸﾏ

11 v460 古賀　卓真(5) 高良内陸上ク
ｲﾉｳｴ ﾓﾄﾅﾘ

12 V282 井上　宗也(6) 東峰ＲＣ
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾉｽｹ

13 Z1048 遠藤　柳之介(5) 明治学園クラブ
ｲﾄｳ ﾀｲｼ

14 V215 伊藤　大志(6) 黒木陸上
ｵｸｿﾞﾉ ﾃﾙｷ

15 V653 奥園　輝希(5) 三潴ジュニア陸上

ｱﾍﾞ ﾘｷ

16 Y853 安部　力輝(5) ＵＧＴＣ
ﾀｺﾞﾓﾘ ｺﾀﾛｳ

17 Z1000 田籠　琥太郎(6) 北九州リック
ﾊﾔｼﾀﾞ ﾊﾙｷ

18 V163 林田　晴輝(5) 黒木陸上
ｶﾈﾏﾙ ｺｳ

19 V401 金丸　幸(5) 八女JAC
ﾔﾏﾓﾄ ﾄｳｼﾛｳ

20 Z780 山本　桃士朗(5) 新田原ランナーズ

ﾔﾌﾞﾀ ﾋﾛﾄ

21 Y120 藪田　大翔(6) アローザル
ｷｭｳﾗｷﾞ ﾊﾙｷ

22 V673 久良木　陽輝(5) AA大木
ﾏﾉ ｺｳﾀﾞｲ

23 v543 眞野　航大(5) 高良内陸上ク
ｲｽﾞﾐ ﾀｸﾄ

24 V436 泉　拓人(6) 東峰ＲＣ

+/- +/- +/-

得点

m m m

順位 ｺﾒﾝﾄ

m m m

1回目 2回目 記録

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-



小学5･6年共通男子コンバインドＢ 走幅跳

6月19日 10:00  1組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 得点 順位 ｺﾒﾝﾄ1回目 2回目 記録

ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾂﾋﾄ

25 V175 川口　諄人(6) 八女JAC
ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙ

26 Z545 吉村　陽琉(6) 苅田与原RC
ｼﾊﾞﾀ ｺｳｷ

27 V814 柴田　光輝(6) 宮ノ陣ＡＣ
ｽｶﾞ ｾｲｼﾛｳ

28 Z975 菅　誠史郎(6) 明治学園クラブ
ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾄ

29 Z1051 井上　陽仁(5) 明治学園クラブ
ｼｹﾞﾐﾂ ﾘｭｳｼﾞﾝ

30 v343 重光　龍臣(6) 朝倉陸上
ｼﾐｽﾞ ﾃｯﾀ

31 Z797 清水　哲太(5) コヤノセＲＣ
ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾞｲ

32 V549 東島　優大(5) アスリートリンク筑後

ﾊｷﾞｵ ﾚﾝ

33 Y141 萩尾　廉(5) 粕屋RC
ﾊｶﾞ ﾋﾛﾄ

34 Z714 芳賀　博翔(5) 苅田与原RC
ｸｶﾞ ﾄﾓﾋﾛ

35 Z1049 久賀　友裕(5) 明治学園クラブ
ﾏﾙﾔﾏ ｿｳﾀﾞｲ

36 V271 丸山　創大(5) 黒木陸上

m m m
+/- +/- +/-

m m m
+/- +/- +/-

m m m
+/- +/- +/-

m m m
+/- +/- +/-

m m m
+/- +/- +/-

m m m
+/- +/- +/-

m m m
+/- +/- +/-

m m m
+/- +/- +/-

m m m
+/- +/- +/-

m m m
+/- +/- +/-

m m m

+/- +/- +/-

+/- +/- +/-
m m m



小学5･6年共通男子コンバインドＢ ジャベボール投

6月19日 13:00  1組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾊﾔｾ ｼﾝﾀﾛｳ

1 v598 早瀬　慎太朗(5) 高良内陸上ク
ﾖｼﾀﾞ ｷﾗﾘ

2 V569 吉田　輝星(5) YASC
ｷｭｳﾗｷﾞ ﾊﾙｷ

3 V673 久良木　陽輝(5) AA大木
ｶﾈﾏﾙ ｺｳ

4 V401 金丸　幸(5) 八女JAC
ｼﾊﾞﾀ ｺｳｷ

5 V814 柴田　光輝(6) 宮ノ陣ＡＣ
ﾀｶｷ ﾊﾙｷ

6 Y356 高木　晴生(6) 那珂川ジュニア
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅﾒ

7 Z989 渡邉　要芽(5) 椎田陸
ﾊｷﾞｵ ﾚﾝ

8 Y141 萩尾　廉(5) 粕屋RC
ﾄﾐﾔﾏﾄﾐﾔﾏ ｿｳﾏ

9 v345 冨山　颯真(6) 朝倉陸上
ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾞｲ

10 V549 東島　優大(5) アスリートリンク筑後

ｲｽﾞﾐ ﾀｸﾄ

11 V436 泉　拓人(6) 東峰ＲＣ
ﾏﾜﾀﾘ ｿｳ

12 Y285 馬渡　蒼(6) 粕屋RC
ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾄ

13 Z1051 井上　陽仁(5) 明治学園クラブ
ｱﾍﾞ ﾘｷ

14 Y853 安部　力輝(5) ＵＧＴＣ
ｲﾉｳｴ ﾓﾄﾅﾘ

15 V282 井上　宗也(6) 東峰ＲＣ
ﾓﾘﾓﾄ ﾀｹﾙ

16 Z674 森本　虎琉(6) 新田原ランナーズ

ｺｶﾞ ﾀｸﾏ

17 v460 古賀　卓真(5) 高良内陸上ク
ｲﾄｳ ﾀｲｼ

18 V215 伊藤　大志(6) 黒木陸上
ｵｸｿﾞﾉ ﾃﾙｷ

19 V653 奥園　輝希(5) 三潴ジュニア陸上

ｼﾐｽﾞ ﾃｯﾀ

20 Z797 清水　哲太(5) コヤノセＲＣ
ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾂﾋﾄ

21 V175 川口　諄人(6) 八女JAC
ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙ

22 Z545 吉村　陽琉(6) 苅田与原RC
ﾀｺﾞﾓﾘ ｺﾀﾛｳ

23 Z1000 田籠　琥太郎(6) 北九州リック
ﾊﾔｼﾀﾞ ﾊﾙｷ

24 V163 林田　晴輝(5) 黒木陸上
ﾔﾌﾞﾀ ﾋﾛﾄ

25 Y120 藪田　大翔(6) アローザル m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

1回目 2回目 記録 得点 順位 ｺﾒﾝﾄ

m m m



小学5･6年共通男子コンバインドＢ ジャベボール投

6月19日 13:00  1組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 記録 得点 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｸｶﾞ ﾄﾓﾋﾛ

26 Z1049 久賀　友裕(5) 明治学園クラブ
ﾔﾏﾓﾄ ﾄｳｼﾛｳ

27 Z780 山本　桃士朗(5) 新田原ランナーズ

ﾏﾙﾔﾏ ｿｳﾀﾞｲ

28 V271 丸山　創大(5) 黒木陸上
ｼｹﾞﾐﾂ ﾘｭｳｼﾞﾝ

29 v343 重光　龍臣(6) 朝倉陸上
ﾖｼﾊﾗ ｼｭｳｺﾞ

30 Z616 吉原　柊心(5) コヤノセＲＣ
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾉｽｹ

31 Z1048 遠藤　柳之介(5) 明治学園クラブ
ﾊﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ

32 y956 花田　陽希(6) アスラン
ﾏﾉ ｺｳﾀﾞｲ

33 v543 眞野　航大(5) 高良内陸上ク
ｽｶﾞ ｾｲｼﾛｳ

34 Z975 菅　誠史郎(6) 明治学園クラブ
ﾊｶﾞ ﾋﾛﾄ

35 Z714 芳賀　博翔(5) 苅田与原RC
ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾀﾞｲ

36 V596 中村　柊大(6) 黒木陸上 m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m



小学5年女子100m

6月19日 12:10 予　選
6月19日 15:25 決　勝

予　選　6組0着＋8

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

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

1 1
ﾀｶｵ ﾐｽｽﾞ ｷﾖﾅｶﾞ ﾐｽﾞﾎ

2 Y782 髙尾　美鈴(5) 平和台ＪＣ 2 Y798 清永　瑞帆(5) 飯倉陸上クラブ

ﾂｲｷ ﾁｱﾑ ﾏｻｷ ｱﾝ

3 V515 築城　誓夢(5) アスリートリンク筑後 3 Y71 眞﨑　杏(5) アローザル
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾉｱ ｺﾔﾏ ｻﾅ

4 Y42 藤本　及愛(5) 糸島Jr.AC 16.48 4 Y92 小山　紗奈(5) 志免町陸友会 16.17
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｺ ﾆｼｵｶ ｱｲﾘ

5 Y96 山口　日子(5) 那珂川ジュニア 15.61 5 v239 西岡　あいり(5) 朝倉陸上 15.60
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ ﾐﾔｽｴ ｶｴﾃﾞ

6 Y57 戸田　茉佑(5) アローザル 15.03 6 Z660 宮末　楓(5) すがお陸上ク 16.78
ﾆｼﾀﾞ ﾒｲｻ ｵｶﾞﾜ ｼﾞｪｲﾄﾞｻﾅ

7 176 西田　めいさ(5) みつ陸 16.20 7 V913 小川　ジェイド紗南(5) 立石ランナーズ 15.44
ﾌｸﾀﾞ ｱｵ ﾉﾂﾊﾗ ﾅﾅｺ

8 Z584 福田　蒼(5) 本城陸上ク 19.87 8 Y61 野津原　菜々子(5) アスリートリンク 18.75
ﾀﾅｶ ｶﾉﾝ ｱｷﾔﾏ ｻｷ

9 v459 田中　榎暖(5) 朝倉陸上 17.50 9 V963 秋山　咲葵(5) 筑後クラブ 17.50

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

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

1 1
ﾀｲﾗ ﾅﾅｺ ﾄﾐﾀ ﾌｳｶ

2 Y125 平　菜々子(5) 福岡キッズ 2 Y103 富田　風花(5) 平和台ＪＣ
ﾔﾉ ﾘﾘｶ ﾔｽﾉ ﾘｻﾅ

3 V258 矢野　凜々果(5) 立石ランナーズ 16.35 3 Z798 安野　莉紗那(5) 明治学園クラブ

ｵｵﾀ ｼﾞｭﾅ ﾎﾘｴ ｶﾎ

4 v244 太田　珠那(5) 朝倉陸上 17.00 4 v370 堀江　花穂(5) 朝倉陸上 16.90
ﾐﾔﾊﾗ ﾓｶ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾊﾙ

5 Y951 宮原　萌花(5) 那珂川ジュニア 16.09 5 Z670 藤本　千春(5) コヤノセＲＣ 16.36
ﾏﾂﾅｶﾞ ｱﾝ ﾅｶﾊﾗ ﾐﾊﾈ

6 V472 松永　杏(5) YASC 14.88 6 V257 中原　美羽(5) 立石ランナーズ 15.44
ｶﾐﾑﾗ ﾊﾙ ｻｲﾄｳ ｲﾛﾊ

7 Z727 上村　晴(5) オリオニシ陸ク 17.14 7 Y820 齊藤　いろは(5) 那珂川ジュニア 15.59
ｱﾘﾉ ｱﾔｶ ｲｼﾀﾞ ｶｺ

8 Y750 有野　綾夏(5) 平和台ＪＣ 8 Z508 石田　華子(5) 苅田与原RC 17.62
ｵｵｲｼ ｱｶﾘ

9 9 496 大石　朱莉(5) 久留米陸上教室 18.70



小学5年女子100m

6月19日 12:10 予　選
6月19日 15:25 決　勝

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

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

1 1
ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ ﾓﾘｼﾀ ﾐﾗｲ

2 X263 坂本　莉奈(5) 芦屋JC 2 V516 森下　実蕾(5) アスリートリンク筑後

ｴｼﾏ ﾐﾚｲ ﾑﾛﾔ ﾊﾙﾉ

3 V195 江島　未羚(5) AA大木 14.91 3 Z714 室屋　陽乃(5) 北九州リック

ﾀｶﾅﾍﾞ ｱｶﾘ ﾌｸﾓﾄ ｶﾝﾅ

4 Z644 高鍋　星(5) コヤノセＲＣ 15.87 4 Y94 福本　栞和(5) テリハアールシー 16.41
ｶﾄｳ ｼﾉ ﾏﾂﾀﾞ ﾚｲｶ

5 v458 加藤　紫之(5) 朝倉陸上 16.40 5 V988 松田　怜華(5) 宮ノ陣ＡＣ 15.51
ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾅ ﾀｶﾌｼﾞ ｱﾐﾕ

6 360 本田　友那(5) みつ陸 16.90 6 Z786 高藤　愛美優(5) すがお陸上ク 16.21
ﾀﾊﾗ ﾕﾘ ﾌｸｼﾏ ﾖﾂﾊﾞ

7 Y764 田原　由梨(5) 志免町陸友会 17.40 7 Z704 福島　よつば(5) LAC 15.45
ﾅﾝﾊﾞ ｻﾔ ｶﾜﾉ ﾘｭｳﾅ

8 v271 南波　紗弥(5) 高良内陸上ク 19.94 8 v242 川野　瑠菜(5) 朝倉陸上 17.90
ﾀﾏｵｷ ﾏｺ

9 9 X282 玉置　眞子(5) 中間東陸上C 18.00

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

9



小学6年女子100m

6月19日 12:45 予　選
6月19日 15:35 決　勝

予　選　9組0着＋8

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

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

1 1
ﾉｸﾞﾁ ﾐﾅﾐ ｿｴﾀﾞ ｷﾎ

2 Y41 野口　みなみ(6) ＵＧＴＣ 2 Z799 添田　希帆(6) FKAC
ｲﾜﾀ ﾋｶﾘ ｼﾓｲﾃﾞ ｱﾝﾅ

3 Y119 岩田　光(6) アスリートリンク 3 Y126 霜出　安那(6) 福岡キッズ
ﾏｽﾐﾂ ﾏﾅｶ ｱｷﾔﾏ ﾘｵﾅ

4 Z388 益満　眞和(6) 本城陸上ク 14.96 4 V77 秋山　莉央奈(6) 八女JAC 14.89
ﾋｸﾞﾁ ﾚｲﾅ ｲｽﾞﾐ ﾕｲ

5 V762 樋口　怜奈(6) ＣＡＡ 15.39 5 Z512 泉　結衣(6) 苅田与原RC 14.54
ﾅｶﾞﾏﾂ ﾐｻ ﾘﾘｶ ｸﾘﾊﾗ

6 V225 永松　実彩(6) 筑後クラブ 14.42 6 Z669 栗原　璃々花(6) コヤノセＲＣ 15.75
ｻﾀﾞｶﾀ ﾐｳ ｼﾛｳｽﾞ ﾚﾐ

7 X211 貞方　美羽(6) 穂波JAC 15.33 7 Y943 白水　れみ(6) 那珂川ジュニア 15.94
ﾅｶﾞﾀ ﾘｵ ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾅ

8 V406 永田　璃央(6) アスリートリンク筑後 16.72 8 V814 川口　梛奈(6) 筑後クラブ 16.41
ﾌｸﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ ﾎｼﾉ ｼﾏ

9 Z668 福田　美月(6) コヤノセＲＣ 16.74 9 ｖ827 星野　志舞(6) うきは市陸上クラブ 17.41

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

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

1 1
ｼｹﾞﾏﾂ ｻｷﾅ ﾌｼﾞｷ ﾗﾅ

2 Y806 重松　咲那(6) 飯倉陸上クラブ 2 Y19 藤木　蘭七(6) ＵＧＴＣ
ｽｽﾞｷ ｻﾗ ﾀｹｼﾀ ｺｺﾅ

3 Z725 鈴木　彩愛(6) 明治学園クラブ 3 V883 竹下　心奏(6) 黒木陸上
ﾖｼｶﾜ ﾏｵ ｺｶﾞ ﾈﾈｶ

4 Z735 吉川　真央(6) すがお陸上ク 14.47 4 y22 古賀　音花(6) アスラン 14.99
ｲﾏｻﾄ ｱｷ ﾔﾏｻｷ ﾘｵﾝ

5 Y10 今里　彩希(6) 篠栗ＪＲＣ　 14.70 5 Z540 山崎　璃桜(6) 北九州リック 13.86
ｸﾛｲﾜ ﾕｲ ｲﾉｳｴ ｱｶﾘ

6 Y33 黒岩　優衣(6) アローザル 15.89 6 95 井上　紅利(6) みつ陸 15.10
ｲｼﾊﾞｼ ｺｺﾐ ﾏｴﾀﾞ ﾘﾘｶ

7 Y942 石橋　瑚子海(6) 那珂川ジュニア 15.36 7 V275 前田　凜々歌(6) ちくぜんRC 16.08
ﾀﾆｶﾞﾜ ｻｷ ｴｼﾞﾏ ﾌｳｶ

8 Y78 谷川　咲(6) アスリートリンク 16.44 8 V338 江島　楓夏(6) アスリートリンク筑後 16.12
ﾆｼﾑﾗ ﾎﾉｶ ﾆｼﾊﾗ ｻﾜ

9 ｖ994 西村　穂乃香(6) うきは市陸上クラブ 17.27 9 Y27 西原　さわ(6) 平和台ＪＣ

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

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

1 1
ﾔﾏｻｷ ﾐｵ ｸﾎﾞ ｱｷｺ

2 Y55 山﨑　未渚(6) アローザル 2 Y907 久保　明子(6) 粕屋RC
ｵｶﾞﾀ ｾｲ ﾓﾘﾀ ﾉｿﾞﾐ

3 X253 尾方　聖(6) 芦屋JC 3 Y826 守田　希海(6) 飯倉陸上クラブ

ﾋｼﾇﾏ ﾐｲﾅ ｸﾏｿﾞｴ ｱｲ

4 Y3 菱沼　珠菜(6) 那珂川ジュニア 15.38 4 V72 熊添　逢(6) 宮ノ陣ＡＣ 14.59
ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞｷ ﾋﾛｾ ﾅﾅﾐ

5 Z675 高橋　柚稀(6) 未来陸上 14.49 5 V382 廣瀬　七海(6) 小郡陸上クラブ 16.01
ﾏﾂｶﾀ ﾓﾐｼﾞ ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｻﾜ

6 Z753 松形　紅葉(6) 本城陸上ク 14.63 6 Y12 東島　沙和(6) 篠栗ＪＲＣ　 15.24
ｴﾄｳ ｽﾐﾚ ｷﾑﾗ ｻｷ

7 V861 江頭　純怜(6) 宮ノ陣ＡＣ 15.76 7 Z367 木村　彩希(6) 本城陸上ク 14.15
ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｵｲ ｲﾜｵ ｶﾚﾝ

8 Z679 藤本　蒼(6) コヤノセＲＣ 16.86 8 v106 岩尾　佳恋(6) 高良内陸上ク 18.15
ﾋｻﾂｸﾞ ｺｺｱ ｵｶﾞﾜ ﾘｵ

9 v364 久次　瑚々愛(6) 高良内陸上ク 16.52 9 379 小川　莉愛(6) 久留米陸上教室 16.30



小学6年女子100m

6月19日 12:45 予　選
6月19日 15:35 決　勝

予　選　9組0着＋8

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

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

1 1
ﾓｳﾘ ﾕｲ ﾌﾅｻｷ ﾘｵ

2 Y595 毛利　夢愛(6) ＵＧＴＣ 2 Y128 船崎　莉音(6) 福岡キッズ
ｶﾜｼﾏ ｻｴ ｸﾎﾞﾀ ﾘｵ

3 V189 川島　咲絵(6) 黒木陸上 3 Y68 久保田　莉央(6) 福岡ＪＲＣ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾏﾘ ﾖｺﾔﾏ ﾓﾅ

4 V205 渡辺　ひまり(6) 宮ノ陣ＡＣ 14.95 4 333 横山　モナ(6) みつ陸 14.60
ﾄｶﾞﾐ ｱﾔｶ ﾏﾂｵ ｻｸﾗ

5 334 砥上　彩夏(6) みつ陸 15.98 5 378 松尾　さくら(6) 久留米陸上教室 15.23
ｶﾜｻｷ ﾏｲ ｲﾃﾞ ﾊﾙｶ

6 X188 川崎　苺(6) 穂波JAC 15.25 6 Y58 井手　遥(6) アスリートリンク 14.99
ｿﾉﾀﾞ ﾚﾝｶ ｶﾜﾉ ﾄﾓｶ

7 Z399 園田　蓮華(6) LAC 14.27 7 Y20 河野　灯花(6) ＵＧＴＣ 16.02
ﾉﾄ ｱﾔｶ ﾏﾂｲ ﾋｶﾘ

8 v105 納戸　彩花(6) 高良内陸上ク 17.53 8 Y933 松井　陽花莉(6) アローザル
ﾅｶﾉ ｱｲﾘ ﾏﾂｵ ｶﾎ

9 v469 中野　愛梨(6) 小郡陸上クラブ 16.35 9 V471 松尾　佳歩(6) 八女JAC 16.22

9組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1
ｺｶﾞ ｶｽﾐ

2 Y861 古賀　香澄(6) 平和台ＪＣ
ｵｵｼﾏ ｱｷ

3 Y878 大嶋　文稀(6) 福岡ＪＲＣ
ｲﾏﾑﾗ ｺﾉｶ

4 Y822 今村　好花(6) アローザル 13.87
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉｱ

5 V191 山口　希空(6) 八女JAC 15.56
ｲｻﾔﾏ ﾘｺ

6 Y82 諫山　莉子(6) 那珂川ジュニア 14.52
ﾀﾀﾞｸﾏ ﾚｱ

7 V434 只隈　怜杏(6) ＣＡＡ 15.75
ﾂｲﾁﾊﾗ ﾚｲﾅ

8 X189 築地原　怜奈(6) 穂波JAC 16.55
ｳﾗｶﾜ ﾐｵ

9 v857 浦川　望桜(6) 高良内陸上ク 16.80

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

9



小学5・6年共通女子800m

6月19日 11:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾌｶｶﾞﾜ ﾘﾝｶ ﾅｶｼﾏ ﾅｷﾞｻ

1 V344 深川　凛香(5) 安武走友クラブ 3:20.00 1 478 中島　なぎさ(6) みつ陸 3:15.00
ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾂｷ ﾏﾂｵ ﾏｼﾛ

2 X225 難波　美月(5) 芦屋JC 2 v241 松尾　麻白(5) 朝倉陸上 3:05.00
ｵｵｺ ﾉﾉﾊ ﾓﾘﾀ ｱﾝﾘ

3 X217 大古　望羽(5) 芦屋JC 3 v368 森田　あんり(5) 朝倉陸上 3:12.00
ｽｴﾏﾂ ﾘｱｺ ﾌｼﾞﾀ ｽｽﾞ

4 X150 末松　凛安心(6) 芦屋JC 4 v243 藤田　鈴(5) 朝倉陸上 3:05.00
ｼﾊﾞｼﾛ ﾕﾅ ﾌﾙﾉ ﾓﾓﾖ

5 X269 柴代　夕菜(6) 芦屋JC 5 X241 古野　桃代(5) 穂波JAC 3:20.00
ﾀｹｵ ﾕｲ ｼﾉﾊﾗ ﾕｳﾅ

6 X239 竹尾　優衣(6) 芦屋JC 6 Y9 篠原　優奈(5) 篠栗ＪＲＣ　 3:12.59
ﾊﾔﾉ ﾕｳｷ ｻｻﾓﾄ ﾁﾋﾛ

7 X226 早野　結稀(5) 芦屋JC 7 X270 佐々本　千尋(6) 宮若ランナーズ 3:05.59
ﾀﾃｶﾜ ﾐｵﾝ ｱﾗﾏｷ ﾘﾝ

8 X264 立川　美音(5) 芦屋JC 8 V209 荒巻　凛(5) YASC 3:12.88
ｲﾜｼﾀ ｶﾘﾝ ｻｶﾀ ﾘｺ

9 V519 岩下　香凜(6) ちくぜんRC 9 X233 坂田　璃子(5) 穂波JAC 3:15.00
ﾊﾘﾏ ﾐﾅﾐ ｱｷﾖｼ ﾉｿﾞﾐ

10 Z745 播磨　みなみ(6) オリオニシ陸ク 10 Z650 穐吉　希実(5) オリオニシ陸ク 3:19.91
ﾀｼﾞﾏ ｱﾐ ﾔﾅｷﾞ ｼﾞｭﾘ

11 Y123 田島　あみ(5) 福岡キッズ 11 V408 柳　樹里(5) 立石ランナーズ 3:07.98

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾐﾉｼﾏ ﾄﾓｶ ﾔﾏｻｷ ｶﾝﾅ

1 Z677 簑島　幸花(6) オリオニシ陸ク 3:00.97 1 Z472 山崎　栞奈(6) オリオニシ陸ク 2:51.08
ｶﾔｼﾏ ﾏｱｲ ｸﾎﾞﾔﾏ ﾄﾓﾖ

2 v240 茅島　麻愛(5) 朝倉陸上 2:55.00 2 V332 久保山　智世(5) ちくぜんRC 2:52.83
ﾔﾋﾛ ｷｺ ｽﾅﾄﾞﾒ ﾘｵ

3 V449 八尋　喜子(5) 立石ランナーズ 2:55.06 3 Y975 砂留　莉桜(6) 日の陸 2:53.0
ﾖｼｶ ﾄｳｺ ﾐﾔｷ ﾕｲ

4 Y794 吉鹿　瞳子(5) 那珂川ジュニア 2:56.31 4 Z430 宮木　結衣(6) 新田原ランナーズ 2:49.24
ﾔﾘﾐｽﾞ ﾐﾅﾄ ｷﾉｼﾀ ﾕﾘﾅ

5 V263 鑓水　湊(5) 安武走友クラブ 2:56.15 5 V474 木下　優里奈(5) YASC 2:51.49
ﾔﾉ ﾅﾅﾐ ﾅｶｼﾏ ﾕﾂﾞｷ

6 v457 矢野　七愛(5) 朝倉陸上 2:56.00 6 V341 中嶋　悠月(5) 安武走友クラブ 2:50.11
ｸﾎﾞﾔﾏ ﾏｵ ﾅｶｼﾏ ﾀﾏﾐ

7 v427 久保山　真緒(6) 高良内陸上ク 2:53.26 7 V342 中嶋　珠心(5) 安武走友クラブ 2:50.63
ｵｶﾑﾗ ﾐｻｷ ｶﾜﾉ ｱｲﾘ

8 Z663 岡村　美幸(6) すがお陸上ク 2:56.0 8 V343 川野　愛莉(5) 安武走友クラブ 2:52.54
ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｲﾁｶ ｷﾓﾄ ｻﾅ

9 V348 東島　一花(6) ちくぜんRC 2:57.37 9 V352 木本　咲愛(6) ちくぜんRC 2:52.64
ｼｲﾊﾞｼ ｽｽﾞｶ ｵｵｸﾎﾞ ｱﾗ

10 Y701 椎橋　紗加(5) 志免町陸友会 2:59.71 10 Z528 大窪　亜良(5) 苅田与原RC 2:52.62
ｶﾝｵﾝｼﾞ ﾐｿﾗ ｸﾘﾊﾗ ﾅｵ

11 Z785 観音寺　心空(5) すがお陸上ク 3:04.0 11 V148 栗原　奈央(6) 安武走友クラブ 2:49.83



小学5・6年共通女子800m

6月19日 11:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾀﾅｶ ﾕﾐ ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺﾊｸ

1 Z592 田中　佑実(6) 未来陸上 2:45.07 1 Z389 橘　胡伯(6) 本城陸上ク 2:34.83
ﾀｻｶ ﾁｻ ｺｳﾂﾞﾏ ﾅﾙ

2 Z602 田坂　千紗(5) すがお陸上ク 2:48.0 2 y981 上妻　那瑠(5) アスラン 2.40
ﾔｽﾅｶﾞ ﾅﾙﾐ ｶﾄｳ ﾙｲ

3 Z658 安永　成美(5) 本城陸上ク 2:46.37 3 Z435 加藤　瑠衣(6) すがお陸上ク 2:39.0
ﾔﾏﾅｶ ｷﾅﾘ ﾀｹﾀﾞ ﾕﾊﾙ

4 Z667 山中　希音(5) すがお陸上ク 2:47.0 4 y812 武田　結春(6) アスラン 3.00
ｳﾁﾀﾞ ｺﾄﾅ ﾆｼｵｶ ﾐﾗ

5 V194 内田　琴菜(6) 安武走友クラブ 2:42.05 5 V817 西岡　真愛(6) ちくぜんRC 2:38.64
ｵｵｸﾎﾞ ｱﾐ ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾅ

6 V936 大久保　愛美(6) 安武走友クラブ 2:48.15 6 X198 原田　はな(6) 宮若ランナーズ 2:32.52
ﾀﾃｲｼ ﾏﾅ ﾔﾉ ﾘｶ

7 Z523 立石　茉愛(5) 苅田与原RC 2:46.47 7 V327 矢野　里香(6) 小郡陸上クラブ 2:37.65
ｶﾜｶﾐ ﾓﾓｶ ｶﾈﾐﾂ ﾓﾓｶ

8 Z585 川上　桃雅(6) 本城陸上ク 2:48.00 8 V184 金光　杏華(6) 立石ランナーズ 2:30.0
ﾌｸｼﾏ ﾐﾂｷ ｻｹﾐ ｼﾎ

9 Z527 福島　珠月(5) 苅田与原RC 2:46.63 9 Z473 酒見　志歩(5) 本城陸上ク 2:33.39
ﾆｼﾑﾗ ﾘｵ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｺ

10 V86 西村　莉緒(6) 立石ランナーズ 2:39.60 10 X187 渡邊　葵心(5) 穂波JAC 2:38.78
ｶｼﾞﾜﾗ ﾕﾂﾞｷ ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾎ

11 Z659 梶原　佑月(6) すがお陸上ク 2:49.0 11 V262 藤本　夏帆(6) 安武走友クラブ 2:39.47

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



小学5・6年共通女子コンバインドＡ
審 判 長：
記録主任：

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
資格 
記録

80mH 走高跳 総合 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸﾅｶﾞ ｼﾎ

337 福永　志帆
(6)
ﾅｶﾉ ﾅﾂﾐ

v269 中野　夏美
(6)
ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾘ

v270 川畑　樹莉
(5)
ｱﾔﾍﾞ ﾅﾅ

v328 綾部　渚凪
(5)
ﾂﾑﾗ ｱｲﾗ

v855 津村　藍良
(6)
ｼﾞﾝﾉｳﾁ ﾕｽﾞｷ

V499 陣内　柚季
(6)
ｲ ﾐﾊﾙ

V783 井　美遥 1285
(6)
ﾆｼﾑﾗ ﾐﾚｲ

X181 西村　美玲
(5)
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱｲ

y973 中林　あい
(6)
ﾀﾅｶ ｱｽﾞｻ

Y124 田中　梓
(5)
ﾊﾏﾊﾀ ﾕﾘﾅ

Y664 濱畑　結花奈
(6)
ﾁｮｳ ﾘﾎ

Y705 長　里穂
(5)
ﾀｷｼﾀ ｺﾊﾙ

Y848 瀧下　小遥
(6)
ﾋﾙｵ ﾕｲｶ

Y908 日比生　結衣華
(6)
ｶｲﾄｳ ｽｽﾞ

Z384 海東　寿珠
(6)
ﾎﾘ ﾐﾂｷ

Z386 堀　光稀
(6)
ｲﾃﾞﾀ ﾏﾋﾙ

Z458 出田　まひる 2031
(6)
ﾖｼﾀﾞ ｱｵｲ

Z468 吉田　碧希
(5)
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾊﾙ

Z577 吉田　海陽 1475
(6)
ﾄﾐﾀ ﾐﾂｷ

Z772 冨田　みつき
(6)
ﾅｶﾔﾏ ﾕﾗ

Z779 中山　由桜
(5)

所属

YASC

高良内陸上ク

高良内陸上ク

高良内陸上ク

高良内陸上ク

宮ノ陣ＡＣ

宮ノ陣ＡＣ

田川RC

アスラン

福岡キッズ

アローザル

粕屋RC

ＵＧＴＣ

粕屋RC

苅田与原RC

苅田与原RC

新田原ランナーズ

LAC

シュブスタンス

新田原ランナーズ

明治学園クラブ



小学5・6年共通女子コンバインドＡ 80mH

6月19日 09:00 決　勝

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

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

1 1
ｱﾔﾍﾞ ﾅﾅ ﾅｶﾔﾏ ﾕﾗ

2 v328 綾部　渚凪(5) 高良内陸上ク 2 Z779 中山　由桜(5) シュブスタンス

ｲﾃﾞﾀ ﾏﾋﾙ ｲ ﾐﾊﾙ

3 Z458 出田　まひる(6) 新田原ランナーズ 3 V783 井　美遥(6) 宮ノ陣ＡＣ
ﾎﾘ ﾐﾂｷ ﾄﾐﾀ ﾐﾂｷ

4 Z386 堀　光稀(6) 苅田与原RC 4 Z772 冨田　みつき(6) 明治学園クラブ

ﾅｶﾉ ﾅﾂﾐ ﾆｼﾑﾗ ﾐﾚｲ

5 v269 中野　夏美(6) 高良内陸上ク 5 X181 西村　美玲(5) 田川RC
ﾀｷｼﾀ ｺﾊﾙ ﾋﾙｵ ﾕｲｶ

6 Y848 瀧下　小遥(6) ＵＧＴＣ 6 Y908 日比生　結衣華(6) 粕屋RC
ｼﾞﾝﾉｳﾁ ﾕｽﾞｷ ﾖｼﾀﾞ ｱｵｲ

7 V499 陣内　柚季(6) 宮ノ陣ＡＣ 7 Z468 吉田　碧希(5) LAC
ﾁｮｳ ﾘﾎ ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾘ

8 Y705 長　里穂(5) 粕屋RC 8 v270 川畑　樹莉(5) 高良内陸上ク

3組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 得点

1
ﾀﾅｶ ｱｽﾞｻ

2 Y124 田中　梓(5) 福岡キッズ
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾊﾙ

3 Z577 吉田　海陽(6) 新田原ランナーズ

ﾌｸﾅｶﾞ ｼﾎ

4 337 福永　志帆(6) YASC
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱｲ

5 y973 中林　あい(6) アスラン
ﾂﾑﾗ ｱｲﾗ

6 v855 津村　藍良(6) 高良内陸上ク

ﾊﾏﾊﾀ ﾕﾘﾅ

7 Y664 濱畑　結花奈(6) アローザル
ｶｲﾄｳ ｽｽﾞ

8 Z384 海東　寿珠(6) 苅田与原RC



小学5・6年共通女子コンバインドＡ 走高跳

6月19日 13:00  1組

ﾌｸﾅｶﾞ ｼﾎ

1 337 福永　志帆(6) YASC
ﾁｮｳ ﾘﾎ

2 Y705 長　里穂(5) 粕屋RC
ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾘ

3 v270 川畑　樹莉(5) 高良内陸上ク
ﾖｼﾀﾞ ｱｵｲ

4 Z468 吉田　碧希(5) LAC
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾊﾙ

5 Z577 吉田　海陽(6) 新田原ランナーズ

ﾀｷｼﾀ ｺﾊﾙ

6 Y848 瀧下　小遥(6) ＵＧＴＣ
ｱﾔﾍﾞ ﾅﾅ

7 v328 綾部　渚凪(5) 高良内陸上ク
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱｲ

8 y973 中林　あい(6) アスラン
ｶｲﾄｳ ｽｽﾞ

9 Z384 海東　寿珠(6) 苅田与原RC
ﾊﾏﾊﾀ ﾕﾘﾅ

10 Y664 濱畑　結花奈(6) アローザル
ﾄﾐﾀ ﾐﾂｷ

11 Z772 冨田　みつき(6) 明治学園クラブ
ﾀﾅｶ ｱｽﾞｻ

12 Y124 田中　梓(5) 福岡キッズ
ｲﾃﾞﾀ ﾏﾋﾙ

13 Z458 出田　まひる(6) 新田原ランナーズ

ﾂﾑﾗ ｱｲﾗ

14 v855 津村　藍良(6) 高良内陸上ク
ﾅｶﾉ ﾅﾂﾐ

15 v269 中野　夏美(6) 高良内陸上ク
ﾋﾙｵ ﾕｲｶ

16 Y908 日比生　結衣華(6) 粕屋RC
ｼﾞﾝﾉｳﾁ ﾕｽﾞｷ

17 V499 陣内　柚季(6) 宮ノ陣ＡＣ
ｲ ﾐﾊﾙ

18 V783 井　美遥(6) 宮ノ陣ＡＣ
ﾆｼﾑﾗ ﾐﾚｲ

19 X181 西村　美玲(5) 田川RC
ﾎﾘ ﾐﾂｷ

20 Z386 堀　光稀(6) 苅田与原RC
ﾅｶﾔﾏ ﾕﾗ

21 Z779 中山　由桜(5) シュブスタンス

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 得点 順位 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



小学5・6年共通女子コンバインドＢ
審 判 長：
記録主任：

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
資格 
記録

走幅跳
ジャベ
ボール

投
総合 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂｷ

94 西田　美月
(6)
ﾄﾐﾔﾏ ﾘﾝｶ

v367 冨山　凛華
(6)
ﾌｸﾅｶﾞ ﾕﾘｶ

v858 福永　優梨華
(6)
ﾏﾂﾕｷ ｽﾐﾚ

V73 松雪　水玲
(6)
ｲﾉｳｴ ﾊﾅ

V74 井上　花
(6)
ﾅｶｶﾞｷ ﾅﾅﾐ

V85 中垣　七海
(6)
ｻｶﾓﾄ ｱﾔｶ

V161 坂本　綾香
(6)
ﾊﾅﾀﾞ ｱｵｲ

V186 花田　葵
(6)
ｶﾜﾊﾗ ﾕｱ

V361 川原　悠愛
(6)
ｻｶﾓﾄ ｶﾊﾅ

V432 坂本　夏花
(6)
ｲｶﾞ ﾘｱﾗ

V919 伊賀　莉亜空
(5)
ﾆｼﾑﾗ ﾐﾅ

V948 西村　美那
(6)
ﾊﾗ ｳﾙﾐ

y797 原　麗心
(6)
ｲｼｸﾗ ﾅﾅ

Y65 石倉　菜愛
(5)
ﾖｺﾀ ﾅﾂｶ

Y70 横田　夏佳
(6)

アスラン

飯倉陸上クラブ

アローザル

八女JAC

立石ランナーズ

黒木陸上

三潴ジュニア陸上

八女JAC

八女JAC

立石ランナーズ

東峰ＲＣ

八女JAC

所属

みつ陸

朝倉陸上

高良内陸上ク



小学5・6年共通女子コンバインドＢ
審 判 長：
記録主任：

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
資格 
記録

走幅跳
ジャベ
ボール

投
総合 順位 ｺﾒﾝﾄ所属

ｶﾜﾍﾞ ﾐﾕ

Y99 河邉　美夢
(6)
ﾂﾅﾜｷ ﾏｺ

Y100 綱脇　真子
(6)
ﾖｼﾀｹ ﾁｶ

Y127 吉武　千華
(6)
ﾏｴｿﾞﾉ ｶﾝﾅ

Y129 前園　栞那
(6)
ﾐｷﾞﾀ ｹｲﾄ

Y561 右田　恵都
(6)
ｳﾒﾑﾗ ｷﾖﾘ

Y691 梅村　清里
(5)
ｼﾏﾙ ﾕﾘ

Y854 四丸　裕理
(5)
ﾋｷﾀ ﾕﾗ

Z400 疋田　ゆら
(6)
ﾅｶﾞﾀ ﾕｲﾘ

Z431 永田　ゆいり 1002
(6)
ﾊｶﾞ ﾕﾅ

Z438 芳賀　優菜
(6)
ｳｴﾉ ﾕｷ

Z599 上野　由季
(5)
ﾓﾘ ｺｺﾈ

Z606 森　心祢
(5)

椎田陸

苅田与原RC

コヤノセＲＣ

新田原ランナーズ

那珂川ジュニア

平和台ＪＣ

LAC

アローザル

アローザル

福岡キッズ

福岡キッズ

アローザル



小学5・6年共通女子コンバインドＢ 走幅跳

6月19日 10:00  1組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾞﾀ ﾕｲﾘ

1 Z431 永田　ゆいり(6) 新田原ランナーズ

ｶﾜﾊﾗ ﾕｱ

2 V361 川原　悠愛(6) 立石ランナーズ
ﾖｼﾀｹ ﾁｶ

3 Y127 吉武　千華(6) 福岡キッズ
ｲｼｸﾗ ﾅﾅ

4 Y65 石倉　菜愛(5) 飯倉陸上クラブ
ｶﾜﾍﾞ ﾐﾕ

5 Y99 河邉　美夢(6) アローザル
ｲﾉｳｴ ﾊﾅ

6 V74 井上　花(6) 八女JAC
ﾏﾂﾕｷ ｽﾐﾚ

7 V73 松雪　水玲(6) 八女JAC
ｳｴﾉ ﾕｷ

8 Z599 上野　由季(5) コヤノセＲＣ
ﾐｷﾞﾀ ｹｲﾄ

9 Y561 右田　恵都(6) アローザル
ｻｶﾓﾄ ｱﾔｶ

10 V161 坂本　綾香(6) 東峰ＲＣ
ｼﾏﾙ ﾕﾘ

11 Y854 四丸　裕理(5) 平和台ＪＣ
ｲｶﾞ ﾘｱﾗ

12 V919 伊賀　莉亜空(5) 三潴ジュニア陸上

ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂｷ

13 94 西田　美月(6) みつ陸
ﾏｴｿﾞﾉ ｶﾝﾅ

14 Y129 前園　栞那(6) 福岡キッズ
ﾋｷﾀ ﾕﾗ

15 Z400 疋田　ゆら(6) LAC
ﾓﾘ ｺｺﾈ

16 Z606 森　心祢(5) 椎田陸
ｳﾒﾑﾗ ｷﾖﾘ

17 Y691 梅村　清里(5) 那珂川ジュニア
ﾆｼﾑﾗ ﾐﾅ

18 V948 西村　美那(6) 八女JAC
ﾌｸﾅｶﾞ ﾕﾘｶ

19 v858 福永　優梨華(6) 高良内陸上ク
ﾊｶﾞ ﾕﾅ

20 Z438 芳賀　優菜(6) 苅田与原RC
ﾖｺﾀ ﾅﾂｶ

21 Y70 横田　夏佳(6) アローザル
ｻｶﾓﾄ ｶﾊﾅ

22 V432 坂本　夏花(6) 黒木陸上
ﾊﾅﾀﾞ ｱｵｲ

23 V186 花田　葵(6) 八女JAC
ﾅｶｶﾞｷ ﾅﾅﾐ

24 V85 中垣　七海(6) 立石ランナーズ
ﾊﾗ ｳﾙﾐ

25 y797 原　麗心(6) アスラン
ﾂﾅﾜｷ ﾏｺ

26 Y100 綱脇　真子(6) アローザル
ﾄﾐﾔﾏ ﾘﾝｶ

27 v367 冨山　凛華(6) 朝倉陸上

+/- +/- +/-

得点

m m m

順位 ｺﾒﾝﾄ

m m m

1回目 2回目 記録

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-
m m m

+/- +/- +/-

+/- +/- +/-
m m m



小学5・6年共通女子コンバインドＢ ジャベボール投

6月19日 14:00  1組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻｶﾓﾄ ｱﾔｶ

1 V161 坂本　綾香(6) 東峰ＲＣ
ﾐｷﾞﾀ ｹｲﾄ

2 Y561 右田　恵都(6) アローザル
ﾏｴｿﾞﾉ ｶﾝﾅ

3 Y129 前園　栞那(6) 福岡キッズ
ﾂﾅﾜｷ ﾏｺ

4 Y100 綱脇　真子(6) アローザル
ｶﾜﾊﾗ ﾕｱ

5 V361 川原　悠愛(6) 立石ランナーズ
ﾅｶﾞﾀ ﾕｲﾘ

6 Z431 永田　ゆいり(6) 新田原ランナーズ

ﾊｶﾞ ﾕﾅ

7 Z438 芳賀　優菜(6) 苅田与原RC
ｶﾜﾍﾞ ﾐﾕ

8 Y99 河邉　美夢(6) アローザル
ｳﾒﾑﾗ ｷﾖﾘ

9 Y691 梅村　清里(5) 那珂川ジュニア
ﾓﾘ ｺｺﾈ

10 Z606 森　心祢(5) 椎田陸
ｲｼｸﾗ ﾅﾅ

11 Y65 石倉　菜愛(5) 飯倉陸上クラブ
ﾏﾂﾕｷ ｽﾐﾚ

12 V73 松雪　水玲(6) 八女JAC
ｼﾏﾙ ﾕﾘ

13 Y854 四丸　裕理(5) 平和台ＪＣ
ﾊﾗ ｳﾙﾐ

14 y797 原　麗心(6) アスラン
ﾆｼﾑﾗ ﾐﾅ

15 V948 西村　美那(6) 八女JAC
ﾅｶｶﾞｷ ﾅﾅﾐ

16 V85 中垣　七海(6) 立石ランナーズ
ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂｷ

17 94 西田　美月(6) みつ陸
ﾋｷﾀ ﾕﾗ

18 Z400 疋田　ゆら(6) LAC
ﾖｺﾀ ﾅﾂｶ

19 Y70 横田　夏佳(6) アローザル
ｲﾉｳｴ ﾊﾅ

20 V74 井上　花(6) 八女JAC
ﾌｸﾅｶﾞ ﾕﾘｶ

21 v858 福永　優梨華(6) 高良内陸上ク
ｲｶﾞ ﾘｱﾗ

22 V919 伊賀　莉亜空(5) 三潴ジュニア陸上

ｳｴﾉ ﾕｷ

23 Z599 上野　由季(5) コヤノセＲＣ
ﾖｼﾀｹ ﾁｶ

24 Y127 吉武　千華(6) 福岡キッズ
ｻｶﾓﾄ ｶﾊﾅ

25 V432 坂本　夏花(6) 黒木陸上
ﾊﾅﾀﾞ ｱｵｲ

26 V186 花田　葵(6) 八女JAC
ﾄﾐﾔﾏ ﾘﾝｶ

27 v367 冨山　凛華(6) 朝倉陸上 m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

m m m

1回目 2回目 記録 得点 順位 ｺﾒﾝﾄ

m m m



小学5・6年共通混合4X100mR

6月19日 14:20 決　勝

決　勝　

2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 資格記録 57.14

(  ) (  ) v587 ﾉｶﾞﾐ ｹｲﾀ (  ) V973 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｻ
(  ) (  ) ｖ54 ﾌﾀﾏﾀ ｹﾝﾀﾛｳ (  ) V379 ﾀｶﾞﾜ ｿｳﾀ
(  ) (  ) ｖ13 ﾐﾔｻﾞｷ ｺﾄﾐ (  ) V82 ﾑﾗﾔﾏ ｶｺ
(  ) (  ) ｖ418 ﾐﾂﾉ ｱｲﾘ (  ) V228 ｵｶ ﾋﾅﾀ
(  ) (  ) (  )
(  ) (  ) (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

5ﾚｰﾝ 資格記録 55.40 6ﾚｰﾝ 資格記録 59.93 7ﾚｰﾝ
(  ) Y278 ﾅｶﾉ ﾘｮｳﾀ (  ) V950 ｲｹﾀﾞ ﾚｲﾄ (  ) Z716 ｺﾞﾄｳ ｺｳｷ
(  ) Y403 ｲｼﾏﾂ ｴｲﾄ (  ) V591 ｺﾀﾞﾏ ﾘｱ (  ) Z712 ｳﾁﾔﾏ ﾌｳﾔ
(  ) Y26 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾕｷ (  ) V80 ｳﾁﾀﾞ ﾏﾅ (  ) Z522 ｶｽｶﾞ ﾐﾊﾙ
(  ) Y824 ｿﾉﾀﾞ ｺﾉﾐ (  ) V137 ﾀﾙﾐ ｼﾉ (  ) Z754 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾚｲ
(  ) Y56 ﾂﾅﾜｷ ﾓﾓｺ (  ) (  )
(  ) Y280 ﾅﾗｻﾞｷ ｺｳｾｲ (  ) (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4

2 5

3

三潴ジュニア陸上A
小林　一咲(6)
田川　湊太(6)
村山　香湖(6)
岡　ひなた(6)

うきは市陸上クラブ
野上　恵汰(6)
二又　健太朗(6)

宮﨑　琴未(5)
光野　愛莉(6)

苅田与原RC
後藤　滉貴(5)
内山　楓也(5)
春日　御晴(5)
谷口　美玲(5)

楢﨑　功盛(5)

三潴ジュニア陸上B
池田　澪叶(6)
兒玉　怜大(6)
内田　茉那(6)

綱脇　桃子(6)
樽見　志乃(6)

アローザル
中野　椋太(6)
石松　永都(6)
渡邊　嘉志(6)
園田　このみ(6)


