
日付 種目

髙田　恵人(1) 11.76 佐藤　光(1) 11.79 中ノ森　洋孝(1) 12.22 緒方　斗碧(1) 12.22 渡　敬進(1) 12.23 白石　侑大(1) 12.23 飯干　愛斗(1) 12.30 古瀬　奏陽(1) 12.38

大分・朝日 大分・上野ヶ丘 福岡・大木 宮崎・西階 長崎・相浦 宮崎・東海 福岡・粕屋東 佐賀・武雄

安田　夢雄生(2) 11.10 山口　蓮珠(2) 11.33 江崎　光(2) 11.46 松山　直人(2) 11.51 瀬川　遥樹(2) 11.52 井上　結太郎(2) 11.54 髙城　昊紀(2) 11.56 福原　悠吾(2) 11.69

鹿児島・星峯 GR 熊本・玉陵 福岡・槻田 宮崎・西 熊本・松島 鹿児島・鹿大附属 宮崎・宮西附属 長崎・郷ノ浦

池田　歩叶(3) 11.04 王　向文(3) 11.11 井手　秀悟(3) 11.19 倉岡　匠(3) 11.22 平田　瑛大(3) 11.37 椿山　皓太(3) 11.39 小倉　悠聖(3) 11.49 富田　恋衣(3) 11.50

福岡・木屋瀬 鹿児島・天保山 長崎・日宇 福岡・福大大濠 沖縄・開邦 長崎・西諫早 宮崎・大淀 熊本・山鹿

池田　歩叶(3) 22.48 大城　直也(3) 22.50 山下　学仁(3) 22.55 松山　直人(2) 22.72 村田　悠斗(3) 22.76 鶴田　悠力(3) 22.87 新川床　知樹(3) 22.96 白井　温(3) 23.05

福岡・木屋瀬 宮崎・檍 福岡・平野 宮崎・西 熊本・西山 佐賀・武雄青陵 鹿児島・北指宿 熊本・西合志南

家入　俊太(3) 50.60 鶴田　宇大(3) 50.85 栗原　悠人(3) 51.28 照屋　礼(3) 51.88 重松　徠人(3) 51.90 山口　実津留(3) 52.83 森田　駿太(3) 53.17 行船　宏汰(3) 54.71

福岡・姪浜 長崎・土井首 福岡・赤池 沖縄・港川 長崎・国見 鹿児島・高尾野 沖縄・大浜 鹿児島・鹿大附属

村上　遵世(3) 2:01.01 平野　遥斗(3) 2:01.57 藤井　雄大(2) 2:01.61 萬壽　元気(3) 2:01.69 迫田　暖汰(3) 2:02.32 植村　虎白(3) 2:02.81 森田　駿太(3) 2:02.84 馬場　康成(3) 2:07.51

福岡・大原 大分・大神 宮崎・住吉 宮崎・庄内 鹿児島・清水 長崎・世知原 沖縄・大浜 佐賀・三日月

冨田　蒼輝(1) 4:27.63 村上　玄岳(1) 4:27.72 酒井　良(1) 4:28.08 江口　優(1) 4:29.50 重藤　浩太(1) 4:30.08 内村　凌(1) 4:30.89 徳永　昇生(1) 4:32.17 喜多嶋　悠次(1) 4:32.52

熊本・鹿本 鹿児島・谷山北 長崎・鶏知 長崎・玖島 大分・東部 宮崎・小林 大分・大分西 福岡・洞北

藤井　雄大(2) 4:17.11 百田　好希(2) 4:18.15 俵　匠生(2) 4:18.51 石川　洸心(2) 4:18.68 中島　陸斗(2) 4:20.15 橋本　隆太郎(2) 4:22.22 中山田　蒼汰(2) 4:23.43 矢野　侑典(2) 4:24.05

宮崎・住吉 長崎・西諫早 長崎・鶏知 熊本・菊水 鹿児島・大口中央 福岡・河東 大分・高田 宮崎・久峰

鶴　優希(3) 4:06.09 内田　涼太(3) 4:06.69 中尾　光希(3) 4:07.72 豊川　滉大(3) 4:08.28 平野　遥斗(3) 4:08.71 清水　皐熙(3) 4:08.84 家弓　龍哉(3) 4:08.86 黒田　大翔(3) 4:09.45

宮崎・小林 長崎・西諫早 熊本・合志 福岡・柏原 大分・大神 宮崎・庄内 鹿児島・和田 鹿児島・出水

鶴　優希(3) 8:50.01 前田　陽向(3) 8:50.04 内田　涼太(3) 8:51.03 黒田　大翔(3) 8:51.35 澤山　康介(3) 8:52.80 藤﨑　潤慈(3) 8:53.72 今村　仁(3) 8:55.48 北島　康生(3) 9:13.29

宮崎・小林 鹿児島・国分南 長崎・西諫早 鹿児島・出水 福岡・曽根 長崎・玖島 福岡・浮羽 佐賀・東明館

髙城　昊紀(2) 13.02 新納　源大(2) 13.96 小橋　昂央(2) 13.96 佐藤　勝真(2) 14.04 永野　宏弥(2) 14.18 福本　大樹(2) 14.60 井上　結太郎(2) 14.80 福田　渡(2) 16.41

宮崎・宮西附属GR,KGR,JHGR 鹿児島・重富 熊本・松島 福岡・城山 熊本・武蔵ヶ丘 大分・別府西 鹿児島・鹿大附属 長崎・長崎大附属

岩本　咲真(3) 13.79 山﨑　歩夢(3) 14.23 宿輪　康心(3) 14.60 下松谷　柊(3) 14.73 榎並　拓也(3) 15.01 田口　惺翔(3) 15.06 山田　大貴(3) 15.11

福岡・八屋 GR 宮崎・恒富 福岡・志徳 熊本・八代第一 長崎・西諫早 鹿児島・高尾野 長崎・福江

大分・朝日 46.86 長崎・東長崎 47.33 長崎・長崎大附属 47.80 宮崎・西 47.80 佐賀・武雄青陵 48.00 宮崎・門川 48.04

伊藤　良輝(2) 松尾　穂澄(2) 原　大雅(2) 古園　晴悠(2) 辻　一朗(2) 尾﨑　晄来(2)

髙田　恵人(1) 久保田　愛太郎(1) 倉田　圭(1) 安樂　煌雅(1) 吉﨑　壮(1) 樫本　創史(1)

辻　博人(1) 原口　一翔(1) 森　優和(1) 主計　心輝(1) 山本　貴大(1) 松村　泰知(1)

秦　悠真(2) 古川　遼(2) 今里　和暉(2) 時吉　洋人(2) 増田　武慶(2) 佐藤　徹平(2)

長崎・郡 43.71 鹿児島・高尾野 44.04 福岡・百道 44.10 福岡・木屋瀬 44.15 熊本・八代第一 44.21 熊本・西合志南 44.39 佐賀・城北 44.44

佐藤　翔(3) 西牟田　和志(3) 安松　純(3) 坂口　真崇(3) 志水　秀宇(3) 折小野　裕真(3) 江頭　伊吹(3)

安藤　直哉(3) 山口　実津留(3) 平野　生晴(3) 林山　侑樹(3) 椎葉　櫻雅(3) 和田　佳大(2) 青木　圭真(2)

田口　真惺(3) 福田　悠斗(3) 重松　幸之助(3) 髙野　恵次郎(3) 下松谷　柊(3) 桑田　広葉(3) 中村　充希(3)

中島　旭陽(3) 田口　惺翔(3) 井手　優輔(3) 池田　歩叶(3) 吉田　珀勇雅(3) 白井　温(3) 樫野　太志(3)

久保木　悠介(3) 1m88 畝地　雄大(3) 1m85 吉田　竣平(3) 1m80 手嶋　駿二郎(3) 1m75 塩満　琉翔(3) 1m75 吉田　龍矢(2) 1m70 渡邊　凌已(2) 1m70 吉田　篤司(3) 1m65

鹿児島・国分南 鹿児島・日当山 福岡・福間 福岡・嘉穂 宮崎・妻ケ丘 宮崎・西小林 大分・大在 長崎・長崎大附属

今村　壱徹(2) 3m70 園田　征(2) 3m40 山下　純平(2) 3m20 田中　遥大(3) 3m10 嶋田　有心(2) 3m00 増田　大樹(3) 3m00 難家　悠聖(3) 2m90 境田　蓮太郎(3) 2m90

熊本・阿蘇 熊本・一の宮 宮崎・小林 長崎・時津 福岡・湯川 長崎・国見 福岡・姪浜 宮崎・宮崎第一

齋藤　颯太(3) 6m61(-0.8) 福留　響(3) 6m47(+0.8) 小林　翔(3) 6m34(-0.4) 早瀬　莉久(3) 6m25(+1.3) 折田　圭太郎(3) 6m20(+0.2) 上平　寛(3) 6m15(+0.6) 内田　竜誓(3) 6m03(+0.3) 外園　琉太郎(3) 5m99(-0.1)

長崎・長崎大附属 宮崎・西 佐賀・金泉 熊本・一の宮 沖縄・玉城 福岡・穂波東 宮崎・南 鹿児島・吉野

松本　天良(3) 13m06(+0.8) 大森　恵偉音(3) 12m98(+0.4) 木浦　覇琥(3) 12m84(+0.6) 松本　明士(3) 12m81(+1.2) 沓掛　晄大(3) 12m71(+0.7) 濱屋　健斗(3) 12m60(-0.1) 内田　竜誓(3) 12m44(+0.3) 兼本　広士郎(3) 12m43(-0.1)

福岡・長尾 福岡・城西 鹿児島・万世 長崎・森山 佐賀・有明 長崎・長崎大附属 宮崎・南 沖縄・越来

石丸　大智(3) 14m22 本多　恵丞(3) 13m91 荒金　竜騎(3) 13m53 寺﨑　勇紀(3) 12m96 石井　郁也(3) 12m70 阿多　詩々朗(3) 12m64 重田　空良(3) 12m50 川淵　太陽(3) 12m35

福岡・西福岡 長崎・南有馬 大分・鶴見台 福岡・良山 長崎・国見 鹿児島・伊集院 大分・東雲 鹿児島・高尾野

凡例  GR:大会記録 KGR:九州中学学年最高記録 JHGR:日本中学学年最高記録

令和４年度九州中学校体育大会　第44回九州中学校陸上競技大会 【22502015】
昭和電工ﾄﾞｰﾑ大分 【441020】
2022/08/06 ～ 2022/08/07

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

8月6日
１年男子100m

風：0.0

8月6日
２年男子100m

風：-0.5

8月6日
３年男子100m

風：-0.7

8月7日
共通男子200m

風：+0.8

8月6日 共通男子400m

8月7日 共通男子800m

8月7日 １年男子1500m

8月6日 ２年男子1500m

8月6日 ３年男子1500m

8月7日 共通男子3000m

8月6日
低学年男子

100mH(0.838m)
風：-0.1

8月6日
共通男子

110mH(0.914m)
風：+0.3

8月6日 共通男子棒高跳

8月7日 共通男子走幅跳

8月7日 低学年男子4X100mR

8月6日 共通男子4X100mR

8月6日 共通男子走高跳

8月6日 共通男子三段跳

8月7日
共通男子砲丸投

(5.000kg)

対抗得点 男子 小林 17点 西諫早 17点 木屋瀬 15点 長崎大附属 11点 住吉 10点西 14点 朝日 12点 国分南 11点



日付 種目

福住　凜(1) 12.86 松岡　佐知(1) 13.03 髙城　桃那(1) 13.05 緒方　玲未亜(1) 13.20 黒川　愛唯(1) 13.21 安東　美羽(1) 13.23 金城　ひより(1) 13.23 戸塚　麗奈(1) 13.30

福岡・永犬丸 福岡・穂波東 鹿児島・星峯 熊本・西合志南 長崎・翁頭 大分・朝日 沖縄・与那原 長崎・長崎大附属

楠田　ゆうな(2) 12.30 森　なつみ(2) 12.51 牛島　未來(2) 12.55 田中　澪花(2) 12.55 佐藤　鈴音(2) 12.62 赤星　未來(2) 12.68 岡本　莉央(2) 12.72 吉永　優衣(2) 12.89

鹿児島・阿久根 GR 福岡・永犬丸 熊本・武蔵ヶ丘 福岡・枝光台 熊本・武蔵ヶ丘 宮崎・檍 鹿児島・川内南 長崎・西諫早

渡邉　ひより(3) 12.24 佐美三　ひなた(3) 12.34 松村　那奈(3) 12.46 濵田　彩華(3) 12.53 清武　綾乃(3) 12.62 本多　和佳(3) 12.79 吉屋　優希乃(3) 12.80 北郷　愛実(3) 12.95

宮崎・東海 熊本・出水南 佐賀・有田 鹿児島・舞鶴 福岡・筑紫野南 長崎・長崎大附属 鹿児島・国分南 佐賀・大和

佐美三　ひなた(3) 25.16 佐藤　鈴音(2) 25.22 赤星　未來(2) 25.78 鎌田　栞那(3) 25.91 濵田　彩華(3) 26.02 吉田　夏子(2) 26.06 北林　楽衣愛(3) 26.53 岡本　怜佳(3) 26.83

熊本・出水南 熊本・武蔵ヶ丘 宮崎・檍 福岡・柏原 鹿児島・舞鶴 長崎・時津 宮崎・檍 長崎・郡

利光　愛理(1) 2:25.55 阿南　ちはる(1) 2:26.15 戸塚　麗奈(1) 2:26.15 安永　佳世(1) 2:27.17 緒方　みのり(1) 2:27.35 濵川　輝心(1) 2:27.55 大浦地　結菜(1) 2:29.27 松岡　茉莉明(1) 2:32.61

大分・稙田 大分・三重 長崎・長崎大附属 長崎・鳴北 佐賀・東原庠舎中央校 鹿児島・喜界 鹿児島・重富 宮崎・妻

松尾　真昊(2) 2:18.19 山本　友子(2) 2:18.34 光岡　琴奈(2) 2:18.34 橘　のん(2) 2:18.37 高木　愛悠奈(2) 2:18.59 松山　悠南(2) 2:18.71 有吉　ひなた(2) 2:19.03 山口　ゆず(2) 2:28.70

福岡・白光 福岡・香椎第２ 佐賀・東原庠舎中央校 鹿児島・舞鶴 鹿児島・高尾野 熊本・荒尾第四 長崎・諫早高附属 熊本・出水

野口　紗喜音(3) 2:11.65 高岡　真奈(3) 2:13.51 馬場　すみれ(3) 2:13.92 今里　あんり(3) 2:14.63 中村　愛琉(3) 2:17.41 有田　彩乃(3) 2:18.69 神田　翠来(3) 2:20.07 福岡　智里(3) 2:21.00

鹿児島・東谷山 大分・城東 福岡・玄洋 長崎・志佐 福岡・高牟礼 宮崎・大淀 大分・稙田南 鹿児島・高山

中村　愛琉(3) 4:37.57 西川　侑里(3) 4:39.65 杉安　一葉(2) 4:40.59 野口　紗喜音(3) 4:42.19 今里　あんり(3) 4:42.77 八代　陽菜(3) 4:42.82 冨満　樹花(3) 4:43.92 光岡　琴奈(2) 4:44.03

福岡・高牟礼 熊本・長洲 熊本・南小国 鹿児島・東谷山 長崎・志佐 福岡・中原 鹿児島・高尾野 佐賀・東原庠舎中央校

吉永　優衣(2) 11.76 藤原　杜葉(2) 12.23 石村　美有(2) 12.38 宮﨑　花梨(2) 12.55 井上　ひより(2) 12.58 上園　美羽(2) 12.61 永田　咲笑(2) 12.74 阿部　絢音(2) 14.38

長崎・西諫早 GR 宮崎・大淀 宮崎・宮大附属 福岡・福間 長崎・長崎日大 鹿児島・高山 福岡・平野 大分・大在

井　千夏(2) 14.27 三浦　歌(3) 14.50 髙口　永恋(3) 14.53 岡山　夏美(3) 14.72 下假屋　友那(3) 15.03 海老原　もえ(3) 15.05 田畑　李莉(3) 15.06

福岡・宮ノ陣 長崎・長崎大附属 鹿児島・阿久根 福岡・柏原 佐賀・城南 佐賀・香楠 宮崎・小林

熊本・出水 51.99 長崎・時津 52.58 鹿児島・伊集院 52.58 大分・別府西 52.75 宮崎・大淀 53.42 熊本・西原 53.51 鹿児島・中種子 53.81 佐賀・基山 53.91

松本　桜子(2) 田口　優羽(2) 呉　香莉(2) 近藤　咲愛(2) 藤原　杜葉(2) 佐藤　かんな(2) 進藤　若狭(2) 大久保　愛来(2)

山崎　璃子(1) 川口　美緒(1) 藤元　美空(1) 本田　美空(1) 後藤　佑俐(1) 浦塚　ゆめ(1) 山下　愛蘭(1) 林田　結衣(1)

藤井　ときわ(1) 丸尾　彩寧(1) 馬場　絢菜(1) 西村　花凛(1) 岩切　美里(1) 中山　優奈(1) 山口　柚希(1) 吉田　侑唯(1)

大坂間　桐南(2) 吉田　夏子(2) 齊藤　礼羅(2) 佐藤　結奈(2) 中園　葵(2) 大原　優季(2) 德永　芽菜(2) 音成　優里(2)

長崎・長崎大附属 49.47 鹿児島・吉野 49.86 福岡・百道 50.05 熊本・武蔵ヶ丘 50.54 宮崎・大淀 50.54 長崎・長崎日大 50.89 佐賀・有田 50.98 宮崎・吾田 52.48

戸塚　麗奈(1) 上水流　聖来(3) 林　璃乃(3) 梅門　みなみ(2) 西山　亜衣梨(3) 葛島　凪砂(3) 谷口　夢(2) 川﨑　弥菜心(3)

本多　和佳(3) 下田　星奈(3) 一木　真琳(3) 佐藤　鈴音(2) 足立　琉華(2) 稲﨑　心音(2) 德久　莉央(1) 渡辺　絢也(3)

岩永　陽花(3) 森山　心月(2) 簗瀬　杏奈(3) 牛島　未來(2) 岩切　理花(2) 井上　ひより(2) 望月　結衣(3) 河上　愛子(3)

三浦　歌(3) 上村　さくら(3) 黒河　優衣菜(3) 寄川　夕妃奈(3) 壱岐　心音(3) 滝川　萌音(2) 松村　那奈(3) 笠原　菜奈未(1)

古賀　羽菜(2) 1m55 中山　綾音(2) 1m55 西園　麻央(3) 1m55 藤原　華瑠子(3) 1m50 園田　伊織(3) 1m50 帆秋　凛(3) 1m50 竹元　日奈子(3) 1m50 川根　結香(3) 1m50

福岡・福間 鹿児島・種子島 鹿児島・阿久根 長崎・丸尾 宮崎・細野 大分・稙田南 大分・青山 沖縄・下地

本多　和佳(3) 5m45(+1.4) 堀之内　詩乃(3) 5m39(0.0) 金丸　亜湖(3) 5m27(-0.1) 藤田　紗英(3) 5m24(-0.1) 堀川　夏来(2) 5m11(+0.1) 才川　陽海(3) 5m11(+0.2) 濱口　舞(3) 4m99(+0.1) 恒松　晴(2) 4m92(+0.2)

長崎・長崎大附属 宮崎・西 鹿児島・高尾野 福岡・中村学園女子 熊本・倉岳 佐賀・鍋島 福岡・中村学園女子 熊本・益城

東　かれん(3) 13m10 松元　美春(3) 12m81 濵田　莉子(3) 11m70 坪田　千賀子(3) 11m59 阿比留　心琴(3) 11m46 山岡　南波(3) 11m45 奥村　愛良(2) 10m90 池田　すみれ(2) 10m87

福岡・八女学院 鹿児島・大川内 福岡・和白 長崎・国見 長崎・豊玉 宮崎・木花 大分・東雲 大分・東雲

永犬丸 福間

出水南 東谷山

凡例  GR:大会記録

令和４年度九州中学校体育大会　第44回九州中学校陸上競技大会 【22502015】
昭和電工ﾄﾞｰﾑ大分 【441020】
2022/08/06 ～ 2022/08/07

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

8月6日
１年女子100m

風：0.0

8月6日
２年女子100m

風：-0.4

8月6日
３年女子100m

風：-1.0

8月7日
共通女子200m

風：+0.7

8月7日 １年女子800m

8月6日 ２年女子800m

8月6日 ３年女子800m

8月7日 共通女子1500m

8月6日
低学年女子

80mH(0.762m)
風：-0.2

8月6日
共通女子

100mH(0.762m)
風：+0.7

8月7日 低学年女子4X100mR

8月6日 共通女子4X100mR

8月7日 共通女子走高跳

8月6日 共通女子走幅跳

8月6日
共通女子砲丸投

(2.721kg)

対抗得点 女子 長崎大附属 22点 武蔵ヶ丘 14点 大淀 10点 9点阿久根 14点 11点



令和４年度九州中学校体育大会　第44回九州中学校陸上競技大会 【22502015】 新・タイ記録一覧表
昭和電工ﾄﾞｰﾑ大分 【441020】 出力時刻 2022/08/07 13:46
2022/08/05 ～ 2022/08/07

No. 日付 記録名 性別 種別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ

1 8月6日 大会記録 男  100m 決　勝 1 1 11.10 -0.5m/s 安田　夢雄生(2) 星峯(鹿児島)
2 8月6日 大会記録 男  100mH(0.838m) 予　選 2 1 13.18 0.0m/s 髙城　昊紀(2) 宮西附属(宮崎)
3 8月6日 大会記録 男  100mH(0.838m) 決　勝 1 1 13.02 -0.1m/s 髙城　昊紀(2) 宮西附属(宮崎)

九州中学学年最高記録
日本中学学年最高記録

4 8月6日 大会記録 男  110mH(0.914m) 予　選 1 1 14.01 0.0m/s 岩本　咲真(3) 八屋(福岡)
5 8月6日 大会記録 男  110mH(0.914m) 決　勝 1 1 13.79 +0.3m/s 岩本　咲真(3) 八屋(福岡)
6 8月6日 大会記録 女  100m 予　選 1 1 12.31 +0.8m/s 楠田　ゆうな(2) 阿久根(鹿児島)
7 8月6日 大会記録 女  100m 決　勝 1 1 12.30 -0.4m/s 楠田　ゆうな(2) 阿久根(鹿児島)
8 8月6日 大会記録 女  80mH 予　選 1 1 11.65 +0.5m/s 吉永　優衣(2) 西諫早(長崎)
9 8月6日 大会記録 女  80mH 決　勝 1 1 11.76 -0.2m/s 吉永　優衣(2) 西諫早(長崎)



１年男子100m
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)                 11.60     山口　蓮珠(熊　本・玉　陵)            2021 8月6日 10:50 予　選
九州中学学年最高記録(KGR)     11.40     池上洋二郎(熊　本・山　鹿)            1987 8月6日 13:15 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:+0.1) 2組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀｶﾀﾞ ｹｲﾄ 大分 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 大分

1 5 501 髙田　恵人(1) 朝日 11.63 Q 1 5 502 佐藤　光(1) 上野ヶ丘 11.85 Q
ｲｲﾎﾞｼ ｱｲﾄ 福岡 ｺｾ ｶﾅﾀ 佐賀

2 6 101 飯干　愛斗(1) 粕屋東 12.07 Q 2 3 201 古瀬　奏陽(1) 武雄 12.11 Q
ｵｶﾞﾀ ﾄｱ 宮崎 ｼﾗｲｼ ﾕｳﾀﾞｲ 宮崎

3 4 602 緒方　斗碧(1) 西階 12.15 Q 3 4 601 白石　侑大(1) 東海 12.14 Q
ﾜﾀﾘ ｹｲｼﾝ 長崎 ﾅｶﾉﾓﾘ ﾋﾛﾀｶ 福岡

4 7 315 渡　敬進(1) 相浦 12.26 q 4 6 102 中ノ森　洋孝(1) 大木 12.20 q
ﾋﾗﾅｶ ｺｳｱｼｭﾘｰ 沖縄 ｵｵｼﾛ ｱｷﾄｼ 沖縄

5 3 802 平仲　航ｱｼｭﾘｰ(1) 那覇 12.28 5 8 801 大城　朗寿(1) 西原 12.26
ﾌｼﾞﾀ ｱﾂﾄ 佐賀 ｸｽﾉｷ ﾀｲｾｲ 熊本

6 2 202 藤田　篤人(1) 厳木 12.46 6 7 401 楠　泰征(1) 力合 12.48
ｶﾀﾋﾗ ｼｮｳﾀ 鹿児島 ﾅｶｵ ｹｲｺﾞ 鹿児島

7 9 702 片平　将太(1) 桜丘 12.48 7 9 703 中尾　圭吾(1) 万世 12.55
ﾆｼ ﾕｳｾｲ 熊本 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾙ 長崎

8 8 402 西　勇成(1) 人吉第二 12.56 8 2 316 渡邊　武琉(1) 高田 12.71

決　勝　

(風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾀﾞ ｹｲﾄ 大分

1 7 501 髙田　恵人(1) 朝日 11.76
ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 大分

2 5 502 佐藤　光(1) 上野ヶ丘 11.79
ﾅｶﾉﾓﾘ ﾋﾛﾀｶ 福岡

3 2 102 中ノ森　洋孝(1) 大木 12.22
ｵｶﾞﾀ ﾄｱ 宮崎

4 9 602 緒方　斗碧(1) 西階 12.22
ﾜﾀﾘ ｹｲｼﾝ 長崎

5 3 315 渡　敬進(1) 相浦 12.23
ｼﾗｲｼ ﾕｳﾀﾞｲ 宮崎

6 8 601 白石　侑大(1) 東海 12.23
ｲｲﾎﾞｼ ｱｲﾄ 福岡

7 4 101 飯干　愛斗(1) 粕屋東 12.30
ｺｾ ｶﾅﾀ 佐賀

8 6 201 古瀬　奏陽(1) 武雄 12.38



２年男子100m
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)                 11.13     中川　穂泉(長崎・吉井)                2019 8月6日 11:10 予　選
日本中学学年最高記録(JHGR)     10.75     宮本　大輔(山　口・周　陽)            2014 8月6日 13:25 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:+0.1) 2組 (風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾝｼﾞｭ 熊本 ﾔｽﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 鹿児島

1 6 405 山口　蓮珠(2) 玉陵 11.24 Q 1 5 706 安田　夢雄生(2) 星峯 11.27 Q
ｴｻﾞｷ ﾋｶﾙ 福岡 ｾｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 熊本

2 5 106 江崎　光(2) 槻田 11.41 Q 2 4 406 瀬川　遥樹(2) 松島 11.48 Q
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾛｳ 鹿児島 ﾀｶｼﾞｮｳ ｺｳｷ 宮崎

3 4 707 井上　結太郎(2) 鹿大附属 11.42 Q 3 7 606 髙城　昊紀(2) 宮西附属 11.62 Q
ﾏﾂﾔﾏ ﾅｵﾄ 宮崎 ﾌｸﾊﾗ ﾕｳｺﾞ 長崎

4 7 605 松山　直人(2) 西 11.54 q 4 9 320 福原　悠吾(2) 郷ノ浦 11.74 q
ﾃﾗｻｷ ｼｮｳﾀ 沖縄 ｵﾁ ﾕｲ 佐賀

5 3 805 寺﨑　翔大(2) 真志喜 11.80 5 8 206 越智　優生(2) 上峰 11.78
ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳ 長崎 ｼｭﾄｳ ﾋﾛｷ 大分

6 9 321 古川　遼(2) 東長崎 11.88 6 3 505 首藤　潤希(2) 挾間 12.01
ｶﾈﾀﾞ ﾕｳﾔ 大分 ﾄｸﾞﾁ ﾕｳ 沖縄

7 2 506 金田　侑也(2) 佐伯南 11.98 7 2 850 渡久地　優(2) 沖縄尚学 12.03
ｲｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 佐賀 ﾓﾄﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 福岡

8 205 井島　暢宏(2) 城北 DNS 6 105 本村　優太郎(2) 附属小倉 DQ

決　勝　

(風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔｽﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 鹿児島

1 7 706 安田　夢雄生(2) 星峯 11.10 GR
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾝｼﾞｭ 熊本

2 6 405 山口　蓮珠(2) 玉陵 11.33
ｴｻﾞｷ ﾋｶﾙ 福岡

3 4 106 江崎　光(2) 槻田 11.46
ﾏﾂﾔﾏ ﾅｵﾄ 宮崎

4 3 605 松山　直人(2) 西 11.51
ｾｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 熊本

5 5 406 瀬川　遥樹(2) 松島 11.52
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾛｳ 鹿児島

6 9 707 井上　結太郎(2) 鹿大附属 11.54
ﾀｶｼﾞｮｳ ｺｳｷ 宮崎

7 8 606 髙城　昊紀(2) 宮西附属 11.56
ﾌｸﾊﾗ ﾕｳｺﾞ 長崎

8 2 320 福原　悠吾(2) 郷ノ浦 11.69

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格



３年男子100m
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)                 10.84     木下凜太郎(福　岡・筑紫丘)            2016
九州中学学年最高記録(KGR)     10.68     池上洋二郎(熊　本・山　鹿)            1989 8月6日 11:30 予　選
日本中学学年最高記録(JHGR)     10.54     宮本　大輔(山　口・周　陽)            2014 8月6日 13:35 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:+0.9) 2組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾄ 福岡 ｸﾗｵｶ ﾀｸﾐ 福岡

1 5 109 池田　歩叶(3) 木屋瀬 11.00 Q 1 5 110 倉岡　匠(3) 福大大濠 11.13 Q
ｲﾃﾞ ｼｭｳｺﾞ 長崎 ﾋﾗﾀ ｴｲﾄ 沖縄

2 8 302 井手　秀悟(3) 日宇 11.02 Q 2 4 808 平田　瑛大(3) 開邦 11.22 Q
ｵｳ ｺｳﾌﾞﾝ 鹿児島 ﾄﾐﾀ ﾚｲ 熊本

3 6 710 王　向文(3) 天保山 11.06 Q 3 6 409 富田　恋衣(3) 山鹿 11.26 Q
ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾄ 宮崎 ﾂﾊﾞｷﾔﾏ ｺｳﾀ 長崎

4 3 610 小倉　悠聖(3) 大淀 11.27 q 4 3 347 椿山　皓太(3) 西諫早 11.29 q
ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳﾄ 佐賀 ﾂﾙﾀﾞ ﾕｳﾘ 佐賀

5 7 210 平山　友翔(3) 香楠 11.31 5 7 209 鶴田　悠力(3) 武雄青陵 11.34
ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ 熊本 ｼﾝｶﾜﾄｺ ﾄﾓｷ 鹿児島

6 4 410 村田　悠斗(3) 西山 11.36 6 8 711 新川床　知樹(3) 北指宿 11.42
ｱｲｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 大分 ｷﾉｼﾀ ｿｳﾀ 宮崎

7 9 509 相澤　孝介(3) 坂ノ市 11.40 7 9 609 木下　蒼大(3) 南 11.43
ｶﾄｳ ﾘｮｳｾﾂ 沖縄 ﾖﾈﾀﾞ ｾﾅ 大分

8 2 809 加藤　稜雪(3) 宜野座 11.55 8 2 510 米田　世渚(3) 佐伯南 11.69

決　勝　

(風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾄ 福岡

1 5 109 池田　歩叶(3) 木屋瀬 11.04
ｵｳ ｺｳﾌﾞﾝ 鹿児島

2 8 710 王　向文(3) 天保山 11.11
ｲﾃﾞ ｼｭｳｺﾞ 長崎

3 7 302 井手　秀悟(3) 日宇 11.19
ｸﾗｵｶ ﾀｸﾐ 福岡

4 6 110 倉岡　匠(3) 福大大濠 11.22
ﾋﾗﾀ ｴｲﾄ 沖縄

5 4 808 平田　瑛大(3) 開邦 11.37
ﾂﾊﾞｷﾔﾏ ｺｳﾀ 長崎

6 2 347 椿山　皓太(3) 西諫早 11.39
ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾄ 宮崎

7 3 610 小倉　悠聖(3) 大淀 11.49
ﾄﾐﾀ ﾚｲ 熊本

8 9 409 富田　恋衣(3) 山鹿 11.50



共通男子200m
大会記録(GR)                 22.01     松本　悠斗(佐　賀・諸　富)            2011 審 判 長：
日本中学記録(JH)             21.18     日吉　克実(静岡・修善寺)              2010 記録主任：
日本中学記録(JH)             21.18     日吉　克実(静　岡・修善寺)            2010
日本中学記録(JH)             21.18     日吉　克実(静　岡・修善寺)            2010
九州中学記録(KR)             21.76     大瀨戸一馬(福　岡・新　津)            2009 8月7日 10:10 予　選
九州中学記録(KR)             21.76     大瀨戸一馬(福　岡・新　津)            2009 8月7日 11:30 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:-0.7) 2組 (風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾄ 福岡 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅﾄ 福岡

1 5 109 池田　歩叶(3) 木屋瀬 22.85 Q 1 5 116 山下　学仁(3) 平野 22.80 Q
ﾏﾂﾔﾏ ﾅｵﾄ 宮崎 ｵｵｼﾛ ﾅｵﾔ 宮崎

2 6 605 松山　直人(2) 西 23.03 Q 2 6 614 大城　直也(3) 檍 23.04 Q
ｼﾗｲ ﾊﾙ 熊本 ﾂﾙﾀﾞ ﾕｳﾘ 佐賀

3 3 415 白井　温(3) 西合志南 23.21 Q 3 4 209 鶴田　悠力(3) 武雄青陵 23.16 Q
ｼﾝｶﾜﾄｺ ﾄﾓｷ 鹿児島 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ 熊本

4 7 711 新川床　知樹(3) 北指宿 23.25 q 4 9 410 村田　悠斗(3) 西山 23.25 q
ｲﾃﾞ ｼｭｳｺﾞ 長崎 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 長崎

5 4 302 井手　秀悟(3) 日宇 23.43 5 8 341 安藤　直哉(3) 郡 23.46
ｶｼﾞﾜﾗ ｺｳｷ 大分 ﾌﾀﾀﾞ ﾄﾜ 鹿児島

6 8 515 梶原　光稀(3) 大在 23.43 6 7 715 二田　永遠(3) 吉野東 23.59
ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳﾄ 佐賀 ｱｲｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 大分

7 9 210 平山　友翔(3) 香楠 23.51 7 3 509 相澤　孝介(3) 坂ノ市 23.70
ｶﾄｳ ﾘｮｳｾﾂ 沖縄 ﾋｶﾞ ｼｭﾝ 沖縄

8 2 809 加藤　稜雪(3) 宜野座 24.43 8 2 813 比嘉　駿(3) 沖縄尚学 24.56

決　勝　

(風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾄ 福岡

1 4 109 池田　歩叶(3) 木屋瀬 22.48
ｵｵｼﾛ ﾅｵﾔ 宮崎

2 5 614 大城　直也(3) 檍 22.50
ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅﾄ 福岡

3 7 116 山下　学仁(3) 平野 22.55
ﾏﾂﾔﾏ ﾅｵﾄ 宮崎

4 6 605 松山　直人(2) 西 22.72
ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ 熊本

5 3 410 村田　悠斗(3) 西山 22.76
ﾂﾙﾀﾞ ﾕｳﾘ 佐賀

6 8 209 鶴田　悠力(3) 武雄青陵 22.87
ｼﾝｶﾜﾄｺ ﾄﾓｷ 鹿児島

7 2 711 新川床　知樹(3) 北指宿 22.96
ｼﾗｲ ﾊﾙ 熊本

8 9 415 白井　温(3) 西合志南 23.05



共通男子400m
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)                 49.68     船戸　大輔(福　岡・平　野)            2012
日本中学記録(JH)             48.18     谷川  鈴扇(群　馬・邑　楽)            2009 8月6日 11:40 予　選
九州中学記録(KR)             48.71     西野　功一(大　分・豊　陽)            1988 8月6日 13:40 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾃﾙﾔ ﾚｲ 沖縄 ｲｴｲﾘ ｼｭﾝﾀ 福岡

1 4 814 照屋　礼(3) 港川 52.17 Q 1 5 117 家入　俊太(3) 姪浜 52.58 Q
ｼｹﾞﾏﾂ ﾗｲﾄ 長崎 ﾓﾘﾀ ｼｭﾝﾀ 沖縄

2 7 318 重松　徠人(3) 国見 53.05 Q 2 4 815 森田　駿太(3) 大浜 52.70 Q
ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾄ 福岡 ﾂﾙﾀ ﾀｶﾋﾛ 長崎

3 5 118 栗原　悠人(3) 赤池 53.20 Q 3 6 303 鶴田　宇大(3) 土井首 52.76 Q
ﾕｷﾌﾈ ｺｳﾀ 鹿児島 ﾔﾏｸﾁ ﾐﾂﾙ 鹿児島

4 8 717 行船　宏汰(3) 鹿大附属 53.59 q 4 7 716 山口　実津留(3) 高尾野 52.84 q
ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳ 大分 ｽｶﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 佐賀

5 9 516 宮﨑　良(3) 朝日 53.84 5 2 218 菅原　孝太郎(3) 唐津東 54.18
ﾉﾑﾗ ﾀｲｼﾝ 熊本 ｶｼﾞﾜﾗ ｺｳｷ 大分

6 3 416 野村　太真(3) 住吉 54.16 6 8 515 梶原　光稀(3) 大在 54.18
ﾀｹﾂｷﾞ ｺｳｾｲ 佐賀 ﾓﾘﾀ ﾚｵﾝ 宮崎

2 217 竹次　耕成(3) 川登 DNS 7 3 615 森田　獅王(3) 本郷 54.34
ｵｵｼﾛ ﾅｵﾔ 宮崎 ﾉｻﾞｷ ｶﾝﾀﾞｲ 熊本

6 614 大城　直也(3) 檍 DNS 8 9 417 野﨑　寛大(3) 松島 54.69

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｴｲﾘ ｼｭﾝﾀ 福岡

1 7 117 家入　俊太(3) 姪浜 50.60
ﾂﾙﾀ ﾀｶﾋﾛ 長崎

2 8 303 鶴田　宇大(3) 土井首 50.85
ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾄ 福岡

3 9 118 栗原　悠人(3) 赤池 51.28
ﾃﾙﾔ ﾚｲ 沖縄

4 6 814 照屋　礼(3) 港川 51.88
ｼｹﾞﾏﾂ ﾗｲﾄ 長崎

5 4 318 重松　徠人(3) 国見 51.90
ﾔﾏｸﾁ ﾐﾂﾙ 鹿児島

6 2 716 山口　実津留(3) 高尾野 52.83
ﾓﾘﾀ ｼｭﾝﾀ 沖縄

7 5 815 森田　駿太(3) 大浜 53.17
ﾕｷﾌﾈ ｺｳﾀ 鹿児島

8 3 717 行船　宏汰(3) 鹿大附属 54.71

凡例  DNS:欠場



共通男子800m
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)               1:57.85     村田　航輝(福　岡・城　南)            2016
日本中学記録(JH)           1:52.43     馬場勇一郎(愛　知・上　郷)            2016 8月7日 09:45 予　選
九州中学記録(KR)           1:54.74     坂元　龍晟(鹿児島・舞　鶴)            2020 8月7日 12:00 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾝｾｲ 福岡 ｻｺﾀﾞ ﾋﾅﾀ 鹿児島

1 6 119 村上　遵世(3) 大原 2:02.75 Q 1 6 719 迫田　暖汰(3) 清水 2:02.78 Q
ﾏﾝｼﾞｭ ｹﾞﾝｷ 宮崎 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ 宮崎

2 5 616 萬壽　元気(3) 庄内 2:03.50 Q 2 5 607 藤井　雄大(2) 住吉 2:02.96 Q
ﾋﾗﾉ ﾊﾙﾄ 大分 ﾓﾘﾀ ｼｭﾝﾀ 沖縄

3 7 511 平野　遥斗(3) 大神 2:04.00 Q 3 8 815 森田　駿太(3) 大浜 2:03.52 Q
ﾀｶｼ ｴｲﾀ 鹿児島 ｳｴﾑﾗ ｺﾊｸ 長崎

4 4 718 孝志　瑛太(3) 喜界 2:05.28 4 7 304 植村　虎白(3) 世知原 2:03.79 q
ﾅｶﾊﾗ ｻｸﾄ 熊本 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｾｲ 佐賀

5 3 419 中原　咲人(3) 玉名 2:06.34 5 3 219 馬場　康成(3) 三日月 2:04.28 q
ﾂﾙﾀ ﾀｶﾋﾛ 長崎 ｻﾄｳ ﾕｳｶﾞ 大分

6 8 303 鶴田　宇大(3) 土井首 2:07.92 6 2 517 佐藤　侑峨(3) 大在 2:04.30
ｻｶﾞﾗ ﾘｭｳｶﾞ 佐賀 ｱﾘﾀ ｸｳﾔ 福岡

7 2 220 相良　流我(3) 啓成 2:11.79 7 4 120 有田　空矢(3) 本城 2:04.67
ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀｸﾏ 沖縄 ﾔﾏｻｷ ﾀｸﾏ 熊本

8 9 816 金城　匠真(3) 南星 2:15.48 8 9 418 山﨑　拓真(3) 天水 2:05.10

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾝｾｲ 福岡

1 5 119 村上　遵世(3) 大原 2:01.01
ﾋﾗﾉ ﾊﾙﾄ 大分

2 8 511 平野　遥斗(3) 大神 2:01.57
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ 宮崎

3 6 607 藤井　雄大(2) 住吉 2:01.61
ﾏﾝｼﾞｭ ｹﾞﾝｷ 宮崎

4 7 616 萬壽　元気(3) 庄内 2:01.69
ｻｺﾀﾞ ﾋﾅﾀ 鹿児島

5 4 719 迫田　暖汰(3) 清水 2:02.32
ｳｴﾑﾗ ｺﾊｸ 長崎

6 3 304 植村　虎白(3) 世知原 2:02.81
ﾓﾘﾀ ｼｭﾝﾀ 沖縄

7 9 815 森田　駿太(3) 大浜 2:02.84
ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｾｲ 佐賀

8 2 219 馬場　康成(3) 三日月 2:07.51



１年男子1500m
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)               4:14.27     古賀　孝志(福　岡・比良松)            1995
九州中学学年最高記録(KGR)   4:09.21     石田　洸介(福　岡・浅　川)            2015
日本中学学年最高記録(JHGR)   4:04.00     佐々木　塁(岩　手・河　南)            2014 8月7日 11:10 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄﾐﾀ ｿｳｷ 熊本

1 9 403 冨田　蒼輝(1) 鹿本 4:27.63
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾀｶ 鹿児島

2 12 704 村上　玄岳(1) 谷山北 4:27.72
ｻｶｲ ﾘｮｳ 長崎

3 16 308 酒井　良(1) 鶏知 4:28.08
ｴｸﾞﾁ ﾕｳ 長崎

4 8 311 江口　優(1) 玖島 4:29.50
ｼｹﾞﾌｼﾞ ｺｳﾀ 大分

5 2 504 重藤　浩太(1) 東部 4:30.08
ｳﾁﾑﾗ ﾘｮｳ 宮崎

6 11 603 内村　凌(1) 小林 4:30.89
ﾄｸﾅｶﾞ ｼｮｳｾｲ 大分

7 10 503 徳永　昇生(1) 大分西 4:32.17
ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 福岡

8 6 104 喜多嶋　悠次(1) 洞北 4:32.52
ｲﾏﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ 宮崎

9 3 604 今村　洸士郎(1) 小林 4:34.19
ﾀﾑﾗ ｲｸﾏ 福岡

10 14 103 田村　夷久磨(1) 中京 4:37.28
ﾀｼﾞﾘ ｾｲｶﾞ 熊本

11 1 404 田尻　清雅(1) 南阿蘇 4:40.36
ﾊﾔｼﾀﾞ ｺｳｾｲ 佐賀

12 15 203 林田　皇晟(1) 啓成 4:44.29
ﾀﾏｼﾛ ｿｳﾀ 沖縄

13 13 803 玉城　漱汰(1) 佐敷 4:46.16
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 佐賀

14 7 204 山本　優兎(1) 東原庠舎中央校 4:47.25
ﾅｶｵ ﾏﾅﾄ 鹿児島

15 4 705 中尾　愛斗(1) 大崎 4:51.03
ｸﾆﾖｼ ｱｷﾄ 沖縄

16 5 804 國吉　亜輝斗(1) 西崎 5:08.66



２年男子1500m
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)               4:01.45     石田　洸介(福　岡・浅　川)            2016
九州中学学年最高記録(KGR)   3:58.96     石田　洸介(福　岡・浅　川)            2016
日本中学学年最高記録(JHGR)   3:58.96     石田　洸介(福　岡・浅　川)            2016 8月6日 14:50 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ 宮崎

1 10 607 藤井　雄大(2) 住吉 4:17.11
ﾓﾓﾀ ｺｳｷ 長崎

2 15 350 百田　好希(2) 西諫早 4:18.15
ﾀﾜﾗ ｼｮｳｷ 長崎

3 7 313 俵　匠生(2) 鶏知 4:18.51
ｲｼｶﾜ ｺｳｼﾝ 熊本

4 16 407 石川　洸心(2) 菊水 4:18.68
ﾅｶｼﾏ ﾘｸﾄ 鹿児島

5 11 708 中島　陸斗(2) 大口中央 4:20.15
ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 福岡

6 13 107 橋本　隆太郎(2) 河東 4:22.22
ﾅｶﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀ 大分

7 9 507 中山田　蒼汰(2) 高田 4:23.43
ﾔﾉ ﾕｳｽｹ 宮崎

8 2 608 矢野　侑典(2) 久峰 4:24.05
ｺｵﾘﾔﾏ ｼﾝｾｲ 鹿児島

9 3 709 郡山　真成(2) 国分南 4:24.63
ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 熊本

10 8 408 久保　和寛(2) 本渡 4:25.37
ｶﾜﾉ ﾀﾂｷ 佐賀

11 6 208 河埜　達樹(2) 唐津東 4:25.57
ｻｶｲ ﾖｼﾋﾄ 福岡

12 5 108 坂井　善人(2) 湯川 4:28.05
ﾆｼﾀﾞ ﾀｽｷ 大分

13 1 508 西田　翼(2) 高田 4:28.95
ﾄｳﾏ ﾋｶﾙ 沖縄

14 4 807 當間　光琉(2) 佐敷 4:29.86
ｱｻﾄ ﾅｵﾕｷ 沖縄

15 12 806 安里　直倖(2) 北中城 4:32.85
ｸﾛｶﾜ ﾕｳﾄ 佐賀

16 14 207 黒川　裕斗(2) 啓成 4:35.68



３年男子1500m
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)               3:55.44     石田　洸介(福　岡・浅　川)            2017
九州中学学年最高記録(KGR)   3:49.72     石田　洸介(福　岡・浅　川)            2017
日本中学学年最高記録(JHGR)   3:49.72     石田　洸介(福　岡・浅　川)            2017 8月6日 15:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂﾙ ﾕｳｷ 宮崎

1 10 611 鶴　優希(3) 小林 4:06.09
ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 長崎

2 7 349 内田　涼太(3) 西諫早 4:06.69
ﾅｶｵ ﾐﾂｷ 熊本

3 16 411 中尾　光希(3) 合志 4:07.72
ﾄﾖｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 福岡

4 5 112 豊川　滉大(3) 柏原 4:08.28
ﾋﾗﾉ ﾊﾙﾄ 大分

5 9 511 平野　遥斗(3) 大神 4:08.71
ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ 宮崎

6 2 612 清水　皐熙(3) 庄内 4:08.84
ｶﾕﾐ ﾀﾂﾔ 鹿児島

7 3 713 家弓　龍哉(3) 和田 4:08.86
ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ 鹿児島

8 11 712 黒田　大翔(3) 出水 4:09.45
ﾖｼﾓﾄ ﾚｵﾝ 大分

9 1 512 吉本　玲音(3) 滝尾 4:10.16
ﾖｼｷ ﾘｮｳﾏ 佐賀

10 14 211 吉木　涼真(3) 啓成 4:11.03
ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｾｲ 佐賀

11 6 212 北島　康生(3) 東明館 4:11.66
ｼﾀﾓﾘ ﾐﾉﾘ 福岡

12 13 111 下森　実直(3) 熊西 4:12.03
ｻｶｲ ｻｸﾀﾛｳ 熊本

13 8 412 坂井　咲太郎(3) 下益城城南 4:16.67
ｸﾛｲﾜ ﾗﾝﾀﾛｳ 長崎

14 15 312 黒岩　蘭太朗(3) 鶏知 4:23.25
ｷﾀｼﾞﾏ ｱｵｲ 沖縄

15 4 811 北島　碧(3) 琉大附属 4:25.83
ｻｷﾊﾗ ﾕｳﾏ 沖縄

16 12 810 崎原　侑真(3) 与那国 4:35.19



共通男子3000m
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)               8:35.25     坂本　大志(鹿児島・阿久根)            2010
日本中学記録(JH)           8:17.84     石田　洸介(福　岡・浅　川)            2017
九州中学記録(KR)           8:17.84     石田　洸介(福　岡・浅　川)            2017 8月7日 10:50 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂﾙ ﾕｳｷ 宮崎

1 11 611 鶴　優希(3) 小林 8:50.01
ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ 鹿児島

2 4 720 前田　陽向(3) 国分南 8:50.04
ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 長崎

3 16 349 内田　涼太(3) 西諫早 8:51.03
ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ 鹿児島

4 12 712 黒田　大翔(3) 出水 8:51.35
ｻﾜﾔﾏ ｺｳｽｹ 福岡

5 6 122 澤山　康介(3) 曽根 8:52.80
ﾌｼﾞｻｷ ﾋﾛﾅﾘ 長崎

6 8 310 藤﨑　潤慈(3) 玖島 8:53.72
ｲﾏﾑﾗ ｼﾞﾝ 福岡

7 14 121 今村　仁(3) 浮羽 8:55.48
ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｾｲ 佐賀

8 15 212 北島　康生(3) 東明館 9:13.29
ｲﾜｼﾀ ｴｲｽｹ 佐賀

9 7 222 岩下　瑛祐(3) 西部 9:16.49
ﾖｼﾓﾄ ﾚｵﾝ 大分

10 10 512 吉本　玲音(3) 滝尾 9:20.68
ﾎｼﾉ ｱﾔﾄ 熊本

11 1 421 星野　礼人(3) 下益城城南 9:22.27
ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ 宮崎

12 3 612 清水　皐熙(3) 庄内 9:27.38
ｱﾍﾞ ｷﾗﾄ 大分

13 2 518 阿部　煌空(3) 高田 9:29.73
ﾋﾗｶﾀ ﾕｳﾀ 熊本

14 9 420 平方　勇多(2) 本渡 9:35.36
ﾄｳﾊﾞﾙ ﾀｶｱｷ 沖縄

15 13 817 桃原　昂煌(2) 佐敷 9:53.65
ﾀﾏｼﾛ ﾚﾝ 沖縄

16 5 818 玉城　蓮(3) 大里 9:55.79



低学年男子100mH(0.838m)
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)                 13.23     渕上　翔太(福　岡・八　屋)            2019
九州中学学年最高記録(KGR)     13.04     髙城　昊紀(宮　崎・宮西附属)          2022 8月6日 12:40 予　選
日本中学学年最高記録(JHGR)     13.04     髙城　昊紀(宮　崎・宮西附属)          2022 8月6日 14:30 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:-0.1) 2組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾛｳ 鹿児島 ﾀｶｼﾞｮｳ ｺｳｷ 宮崎

1 5 707 井上　結太郎(2) 鹿大附属 13.99 Q 1 5 606 髙城　昊紀(2) 宮西附属 13.18 GR Q
ｻﾄｳ ｶﾂﾏ 福岡 ｺﾊﾞｼ ｺｵ 熊本

2 6 113 佐藤　勝真(2) 城山 14.31 Q 2 6 413 小橋　昂央(2) 松島 14.17 Q
ﾌｸﾀﾞ ﾜﾀﾙ 長崎 ﾆｲﾛ ｹﾞﾝﾀ 鹿児島

3 8 339 福田　渡(2) 長崎大附属 14.45 Q 3 4 714 新納　源大(2) 重富 14.32 Q
ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛﾔ 熊本 ﾌｸﾓﾄ ﾀｲｷ 大分

4 4 414 永野　宏弥(2) 武蔵ヶ丘 14.47 q 4 8 514 福本　大樹(2) 別府西 14.49 q
ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ 大分 ﾌﾗﾝｸﾘﾝ ｶｲﾙ 沖縄

5 9 513 吉田　智士(2) 坂ノ市 14.51 5 9 812 ﾌﾗﾝｸﾘﾝ　介琉(2) 伊良波 14.55
ｲｼﾊﾞｼ ﾀｸﾑ 宮崎 ﾏﾂｵ ｱｲｷ 佐賀

6 7 613 石橋　卓武(2) 住吉 14.58 6 2 213 松尾　和気(2) 福富 15.28
ﾅｶﾉ ﾋﾛﾄ 佐賀 ｵｵﾀ ﾕｷﾄ 長崎

7 2 214 中野　廣人(2) 武雄 15.44 7 3 305 太田　行翔(2) 長崎琴海 15.37
ﾄｸﾞﾁ ﾕｳ 沖縄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｶﾝ 福岡

8 3 850 渡久地　優(2) 沖縄尚学 15.68 7 114 渡辺　征寛(2) 平野 DNS

決　勝　

(風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶｼﾞｮｳ ｺｳｷ 宮崎

1 7 606 髙城　昊紀(2) 宮西附属 13.02 GR,KGR,JHGR

ﾆｲﾛ ｹﾞﾝﾀ 鹿児島

2 8 714 新納　源大(2) 重富 13.96
ｺﾊﾞｼ ｺｵ 熊本

3 5 413 小橋　昂央(2) 松島 13.96
ｻﾄｳ ｶﾂﾏ 福岡

4 6 113 佐藤　勝真(2) 城山 14.04
ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛﾔ 熊本

5 3 414 永野　宏弥(2) 武蔵ヶ丘 14.18
ﾌｸﾓﾄ ﾀｲｷ 大分

6 2 514 福本　大樹(2) 別府西 14.60
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾛｳ 鹿児島

7 4 707 井上　結太郎(2) 鹿大附属 14.80
ﾌｸﾀﾞ ﾜﾀﾙ 長崎

8 9 339 福田　渡(2) 長崎大附属 16.41

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 KGR:九州中学学年最高記録 JHGR:日本中学学年最高記録



共通男子110mH(0.914m)
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)                 14.07     木下　聖太(鹿児島・東谷山)            2021
日本中学記録(JH)             13.68     岩本　咲真(福　岡・八　屋)            2022 8月6日 12:55 予　選
九州中学記録(KR)             13.68     岩本　咲真(福　岡・八　屋)            2022 8月6日 14:40 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:0.0) 2組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾏ 福岡 ｼｭｸﾜ ｺｳｼﾝ 福岡

1 5 123 岩本　咲真(3) 八屋 14.01 GR Q 1 5 124 宿輪　康心(3) 志徳 14.40 Q
ﾅｶﾞﾄﾓ ｼｭﾘ 宮崎 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾕﾑ 宮崎

2 6 618 長友　朱理(3) 宮崎第一 14.74 Q 2 6 617 山﨑　歩夢(3) 恒富 14.43 Q
ｴﾅﾐ ﾀｸﾔ 長崎 ｸﾀﾞﾏﾂﾔ ｼｭｳ 熊本

3 4 348 榎並　拓也(3) 西諫早 15.38 Q 3 4 422 下松谷　柊(3) 八代第一 14.98 Q
ｱﾘﾑﾗ ﾕｳﾄ 鹿児島 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長崎

4 8 721 有村　優翔(3) 城西 15.40 4 7 306 山田　大貴(3) 福江 15.29 q
ｱｿｳ ｵｳｽｹ 熊本 ﾀｸﾞﾁ ｾｲﾄ 鹿児島

5 7 423 麻生　旺資(3) 出水 15.53 5 9 722 田口　惺翔(3) 高尾野 15.33 q
ｿﾉﾀﾞ ﾋｻｷ 佐賀 ｽｷﾞ ﾕｷﾀｶ 佐賀

6 3 224 園田　寿輝(2) 思斉館 17.55 6 3 223 杉　恭考(3) 成穎 15.40
ﾄﾓﾖｾ ﾀｶﾐｷ 沖縄 ﾊﾁﾐﾈ ｺｳ 沖縄

7 2 820 友寄　隆樹(3) 小禄 18.94 7 8 819 鉢嶺　洸(3) 糸満 15.55
ｵｵﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 大分 ﾀｹｳﾁ ｹｲﾀ 大分

9 519 大村　春太(3) 大在 DQ,T7 8 2 520 竹内　慶大(3) 城東 17.64

決　勝　

(風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾏ 福岡

1 6 123 岩本　咲真(3) 八屋 13.79 GR
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾕﾑ 宮崎

2 4 617 山﨑　歩夢(3) 恒富 14.23
ｼｭｸﾜ ｺｳｼﾝ 福岡

3 7 124 宿輪　康心(3) 志徳 14.60
ｸﾀﾞﾏﾂﾔ ｼｭｳ 熊本

4 9 422 下松谷　柊(3) 八代第一 14.73
ｴﾅﾐ ﾀｸﾔ 長崎

5 8 348 榎並　拓也(3) 西諫早 15.01
ﾀｸﾞﾁ ｾｲﾄ 鹿児島

6 2 722 田口　惺翔(3) 高尾野 15.06
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長崎

7 3 306 山田　大貴(3) 福江 15.11
ﾅｶﾞﾄﾓ ｼｭﾘ 宮崎

5 618 長友　朱理(3) 宮崎第一 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 T7:(R168-7)ハードル外を通過



低学年男子4X100mR
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)                 45.68     ［西・小西・西・松山］(熊　本・錦)    2017
九州中学学年最高記録(KGR)     45.23     ［本田・高田・寺井・江原］(長　崎・長大附属)2010 8月7日 10:30 予　選
日本中学学年最高記録(JHGR)     45.26     ［高瀬・斉藤・吉田・佐藤］(栃　木・氏　家)1980 8月7日 12:20 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 朝日 533 伊藤　良輝(2) ｲﾄｳ ﾖｼｷ 47.05 1 9 武雄青陵 236 辻　一朗(2) ﾂｼﾞ ｲﾁﾛｳ 47.64
(大分) 501 髙田　恵人(1) ﾀｶﾀﾞ ｹｲﾄ Q (佐賀) 238 吉﨑　壮(1) ﾖｼｻﾞｷ ﾀｹﾙ Q

532 辻　博人(1) ﾂｼﾞ ﾋﾛﾄ 237 山本　貴大(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ
530 秦　悠真(2) ﾊﾀ ﾕｳﾏ 239 増田　武慶(2) ﾏｽﾀﾞ ﾀｹﾖｼ

2 6 川内中央 733 橋口　氷河(2) ﾊｼｸﾞﾁ ﾋｮｳｶﾞ 47.33 2 5 新津 141 河野　賢斗(2) ｶﾜﾉ ｹﾝﾄ 47.78
(鹿児島) 734 田畑　真輝人(1) ﾀﾊﾞﾀ ﾏｷﾄ Q (福岡) 144 宮田　望夢(1) ﾐﾔﾀ ﾉｿﾞﾑ Q

735 松永　晃明(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ｺｳﾒｲ 143 小園　俊也(1) ｺｿﾞﾉ ﾄｼﾔ
732 宮本　尚典(2) ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｽｹ 142 加藤　頼哉(2) ｶﾄｳ ﾗｲﾔ

3 7 東長崎 322 松尾　穂澄(2) ﾏﾂｵ ﾎｽﾞﾐ 47.50 3 2 門川 628 尾﨑　晄来(2) ｵｻﾞｷ ｺｳｷ 48.06
(長崎) 324 久保田　愛太郎(1) ｸﾎﾞﾀ ｱｲﾀﾛｳ Q (宮崎) 630 樫本　創史(1) ｶｼﾓﾄ ｿｳｼ Q

325 原口　一翔(1) ﾊﾗｸﾞﾁ ｲﾁﾄ 631 松村　泰知(1) ﾏﾂﾑﾗ ﾀｲﾁ
321 古川　遼(2) ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳ 629 佐藤　徹平(2) ｻﾄｳ ﾃｯﾍﾟｲ

4 9 西 634 古園　晴悠(2) ﾌﾙｿﾞﾉ ﾊﾙﾋｻ 48.13 4 4 長崎大附属 334 原　大雅(2) ﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 48.11
(宮崎) 636 安樂　煌雅(1) ｱﾝﾗｸ ｺｳｶﾞ q (長崎) 336 倉田　圭(1) ｸﾗﾀ ｹｲ q

637 主計　心輝(1) ｶｽﾞｴ ｺｳｷ 337 森　優和(1) ﾓﾘ ﾏｻｶｽﾞ
635 時吉　洋人(2) ﾄｷﾖｼ ﾋﾛﾄ 333 今里　和暉(2) ｲﾏｻﾞﾄ ｶｽﾞｷ

5 8 山鹿 439 廣松　大智(2) ﾋﾛﾏﾂ ﾀﾞｲﾁ 48.14 5 6 和田 737 垣内　大河(2) ｶｷｳﾁ ﾀｲｶﾞ 48.32
(熊本) 440 田代　授(1) ﾀｼﾛ ｻｽﾞｸ (鹿児島) 739 池上　力哉(1) ｲｹｳｴ ﾘｷﾔ

441 竹下　秀雄(1) ﾀｹｼﾀ ﾋﾃﾞｵ 740 福満　翔太(1) ﾌｸﾐﾂ ｼｮｳﾀ
438 吉良　創太郎(2) ｷﾗ ｿｳﾀﾛｳ 738 濵﨑　航平(2) ﾊﾏｻｷ ｺｳﾍｲ

6 3 田代 242 藤田　航(2) ﾌｼﾞﾀ ﾜﾀﾙ 49.82 6 7 松島 413 小橋　昂央(2) ｺﾊﾞｼ ｺｵ 48.53
(佐賀) 243 太田　陽夢(1) ｵｵﾀ ﾊﾙﾑ (熊本) 435 山田　蒼志郎(1) ﾔﾏﾀﾞ ｿｳｼﾞﾛｳ

244 梅崎　友暉(1) ｳﾒｻﾞｷ ﾕｳｷ 434 中﨑　啓(1) ﾅｶｻﾞｷ ﾋﾛ
241 熊添　莞太郎(2) ｸﾏｿﾞｴ ｶﾝﾀﾛｳ 406 瀬川　遥樹(2) ｾｶﾞﾜ ﾊﾙｷ

2 宜野座 835 具志堅　聖矢(2) ｸﾞｼｹﾝ ｾｲﾔ DNF 7 3 伊波 829 仲宗根　靖記(2) ﾅｶｿﾈ ﾔｽﾄ 48.91
(沖縄) 837 島袋　颯煌(1) ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾊﾔﾗ (沖縄) 831 仲本　陽貴(1) ﾅｶﾓﾄ ﾊﾙｷ

840 新里　勇人(1) ｼﾝｻﾞﾄ ﾊﾔﾄ 832 長田　琉羽(1) ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｵﾝ
836 仲間　一登(2) ﾅｶﾏ ｶｽﾞﾄ 830 ｸﾚｲﾏｰ　ﾙｰｸｼﾝ(2) ｸﾚｲﾏｰ ﾙｰｸｼﾝ

5 河東 135 藤城　泰河(2) ﾌｼﾞｷ ﾀｲｶﾞ DQ,R2 8 8 南大分 535 足立　優心(2) ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ 49.23
(福岡) 138 田中　信(1) ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞ (大分) 537 大石　悠人(1) ｵｵｲｼ ﾕｳﾄ

137 綿島　稜毅(1) ﾜﾀｼﾞﾏ ｲﾂｷ 538 河野　仁太朗(1) ｶﾜﾉ ｼﾞﾝﾀﾛｳ
136 堀田　朔玖(2) ﾎｯﾀ ｻｸ 539 坂本　晋平(2) ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 朝日 533 伊藤　良輝(2) ｲﾄｳ ﾖｼｷ 46.86
(大分) 501 髙田　恵人(1) ﾀｶﾀﾞ ｹｲﾄ

532 辻　博人(1) ﾂｼﾞ ﾋﾛﾄ
530 秦　悠真(2) ﾊﾀ ﾕｳﾏ

2 8 東長崎 322 松尾　穂澄(2) ﾏﾂｵ ﾎｽﾞﾐ 47.33
(長崎) 324 久保田　愛太郎(1) ｸﾎﾞﾀ ｱｲﾀﾛｳ

325 原口　一翔(1) ﾊﾗｸﾞﾁ ｲﾁﾄ
321 古川　遼(2) ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳ

3 2 長崎大附属 334 原　大雅(2) ﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 47.80
(長崎) 336 倉田　圭(1) ｸﾗﾀ ｹｲ

337 森　優和(1) ﾓﾘ ﾏｻｶｽﾞ
333 今里　和暉(2) ｲﾏｻﾞﾄ ｶｽﾞｷ

4 3 西 634 古園　晴悠(2) ﾌﾙｿﾞﾉ ﾊﾙﾋｻ 47.80
(宮崎) 636 安樂　煌雅(1) ｱﾝﾗｸ ｺｳｶﾞ

637 主計　心輝(1) ｶｽﾞｴ ｺｳｷ
635 時吉　洋人(2) ﾄｷﾖｼ ﾋﾛﾄ

5 4 武雄青陵 236 辻　一朗(2) ﾂｼﾞ ｲﾁﾛｳ 48.00
(佐賀) 238 吉﨑　壮(1) ﾖｼｻﾞｷ ﾀｹﾙ

237 山本　貴大(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ
239 増田　武慶(2) ﾏｽﾀﾞ ﾀｹﾖｼ

6 9 門川 628 尾﨑　晄来(2) ｵｻﾞｷ ｺｳｷ 48.04
(宮崎) 630 樫本　創史(1) ｶｼﾓﾄ ｿｳｼ

631 松村　泰知(1) ﾏﾂﾑﾗ ﾀｲﾁ
629 佐藤　徹平(2) ｻﾄｳ ﾃｯﾍﾟｲ

6 川内中央 733 橋口　氷河(2) ﾊｼｸﾞﾁ ﾋｮｳｶﾞ DQ,R1

(鹿児島) 734 田畑　真輝人(1) ﾀﾊﾞﾀ ﾏｷﾄ
735 松永　晃明(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ｺｳﾒｲ
732 宮本　尚典(2) ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｽｹ

7 新津 141 河野　賢斗(2) ｶﾜﾉ ｹﾝﾄ DQ,R2

(福岡) 144 宮田　望夢(1) ﾐﾔﾀ ﾉｿﾞﾑ
143 小園　俊也(1) ｺｿﾞﾉ ﾄｼﾔ
142 加藤　頼哉(2) ｶﾄｳ ﾗｲﾔ

凡例  DNF:途中棄権 DQ:失格 R1:(R170-7)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-7)オーバーゾーン ２→３



共通男子4X100mR
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)                 43.31     ［内田・今泉堅・今泉智・野田］(福　岡・福大大濠)2016
日本中学記録(JH)             42.25     ［斉藤・田村・内屋・大石］(静　岡・吉田)2019 8月6日 10:10 予　選
九州中学記録(KR)             42.94     ［杉山・春木・市村・興梠］(熊　本・蘇　陽)2019 8月6日 15:40 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 城北 247 江頭　伊吹(3) ｴｶﾞｼﾗ ｲﾌﾞｷ 44.12 1 6 郡 343 佐藤　翔(3) ｻﾄｳ ｼｮｳ 43.66
(佐賀) 205 井島　暢宏(2) ｲｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ Q (長崎) 341 安藤　直哉(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ Q

249 中村　充希(3) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 342 田口　真惺(3) ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾄ
250 樫野　太志(3) ｶｼﾉ ﾀｲｼ 344 中島　旭陽(3) ﾅｶｼﾏ ｱｻﾋ

2 5 百道 153 安松　純(3) ﾔｽﾏﾂ ｼﾞｭﾝ 44.44 2 7 高尾野 744 西牟田　和志(3) ﾆｼﾑﾀ ｶｽﾞｼ 43.91
(福岡) 154 平野　生晴(3) ﾋﾗﾉ ｲｸﾊ Q (鹿児島) 716 山口　実津留(3) ﾔﾏｸﾁ ﾐﾂﾙ Q

155 重松　幸之助(3) ｼｹﾞﾏﾂ ｺｳﾉｽｹ 743 福田　悠斗(3) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ
156 井手　優輔(3) ｲﾃﾞ ﾕｳｽｹ 722 田口　惺翔(3) ﾀｸﾞﾁ ｾｲﾄ

3 7 八代第一 444 志水　秀宇(3) ｼﾐｽﾞ ｼｭｳ 44.45 3 4 城東 230 竹下　蓮飛(3) ﾀｹｼﾀ ﾚﾝﾄ 43.98
(熊本) 445 椎葉　櫻雅(3) ｼｲﾊﾞ ｵｳｶﾞ Q (佐賀) 254 塩向　和季(3) ｼｵﾑｷ ｶｽﾞｷ Q

422 下松谷　柊(3) ｸﾀﾞﾏﾂﾔ ｼｭｳ 253 内田　琥太朗(3) ｳﾁﾀﾞ ｺﾀﾛｳ
446 吉田　珀勇雅(3) ﾖｼﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 255 村上　純大(3) ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ

4 4 長崎大附属 327 鎌田　玲郎(3) ｶﾏﾀ ﾚｲﾛｳ 44.50 4 8 西合志南 449 折小野　裕真(3) ｵﾘｺﾉ ﾕｳﾏ 44.35
(長崎) 329 作元　一朗(3) ｻｸﾓﾄ ｲﾁﾛｳ (熊本) 450 和田　佳大(2) ﾜﾀﾞ ｹｲﾀ q

340 吉田　篤司(3) ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ 452 桑田　広葉(3) ｸﾜﾀ ｺｳﾖｳ
328 齋藤　颯太(3) ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 415 白井　温(3) ｼﾗｲ ﾊﾙ

5 8 城西 721 有村　優翔(3) ｱﾘﾑﾗ ﾕｳﾄ 44.81 5 5 木屋瀬 150 坂口　真崇(3) ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ 44.49
(鹿児島) 747 光武　龍平(3) ﾐﾂﾀｹ ﾘｭｳﾍｲ (福岡) 149 林山　侑樹(3) ﾊﾔｼﾔﾏ ﾕｳｷ q

748 桑山　和生(3) ｸﾜﾔﾏ ｶｽﾞｷ 148 髙野　恵次郎(3) ﾀｶﾉ ｹｲｼﾞﾛｳ
749 松井　秀太(3) ﾏﾂｲ ｼｭｳﾀ 109 池田　歩叶(3) ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾄ

6 9 南 643 竹村　英将(2) ﾀｹﾑﾗ ｴｲｽｹ 45.38 6 9 城東 543 入江　健心(3) ｲﾘｴ ｹﾝｼﾝ 45.04
(宮崎) 624 内田　竜誓(3) ｳﾁﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ (大分) 541 神﨑　新太(3) ｶﾝｻﾞｷ ｱﾗﾀ

642 尾﨑　海道(3) ｵｻﾞｷ ｶｲﾄﾞｳ 544 池邉　遼太(3) ｲｹﾍﾞ ﾘｮｳﾀ
609 木下　蒼大(3) ｷﾉｼﾀ ｿｳﾀ 520 竹内　慶大(3) ﾀｹｳﾁ ｹｲﾀ

7 2 越来 841 友寄　来祈也(3) ﾄﾓﾖｾ ｷﾘﾔ 45.98 7 3 檍 644 倉　貫介(2) ｸﾗ ｶﾝｽｹ 45.56
(沖縄) 825 兼本　広士郎(3) ｶﾈﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ (宮崎) 645 福元　翔理(3) ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾘ

842 佐和田　翔有(3) ｻﾜﾀﾞ ﾋﾕｳ 614 大城　直也(3) ｵｵｼﾛ ﾅｵﾔ
843 宮城　裕悟(3) ﾐﾔｷﾞ ﾕｳｺﾞ 646 朝隈　匡哉(3) ｱｻｸﾏ ｷｮｳﾔ

8 3 滝尾 552 小栗　凌(2) ｵｸﾞﾘ ﾘｮｳ 46.88 8 2 沖縄尚学 845 下地　隆興(3) ｼﾓｼﾞ ﾀｶｵｷ 46.29
(大分) 548 足立　翼(3) ｱﾀﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ (沖縄) 850 渡久地　優(2) ﾄｸﾞﾁ ﾕｳ

550 益田　亜希良(2) ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾗ 846 佐久眞　舜(3) ｻｸﾏ ｼｭﾝ
547 佐藤　凛太郎(3) ｻﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 813 比嘉　駿(3) ﾋｶﾞ ｼｭﾝ

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 郡 343 佐藤　翔(3) ｻﾄｳ ｼｮｳ 43.71
(長崎) 341 安藤　直哉(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ

342 田口　真惺(3) ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾄ
344 中島　旭陽(3) ﾅｶｼﾏ ｱｻﾋ

2 7 高尾野 744 西牟田　和志(3) ﾆｼﾑﾀ ｶｽﾞｼ 44.04
(鹿児島) 716 山口　実津留(3) ﾔﾏｸﾁ ﾐﾂﾙ

743 福田　悠斗(3) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ
722 田口　惺翔(3) ﾀｸﾞﾁ ｾｲﾄ

3 6 百道 153 安松　純(3) ﾔｽﾏﾂ ｼﾞｭﾝ 44.10
(福岡) 154 平野　生晴(3) ﾋﾗﾉ ｲｸﾊ

155 重松　幸之助(3) ｼｹﾞﾏﾂ ｺｳﾉｽｹ
156 井手　優輔(3) ｲﾃﾞ ﾕｳｽｹ

4 2 木屋瀬 150 坂口　真崇(3) ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ 44.15
(福岡) 149 林山　侑樹(3) ﾊﾔｼﾔﾏ ﾕｳｷ

148 髙野　恵次郎(3) ﾀｶﾉ ｹｲｼﾞﾛｳ
109 池田　歩叶(3) ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾄ

5 8 八代第一 444 志水　秀宇(3) ｼﾐｽﾞ ｼｭｳ 44.21
(熊本) 445 椎葉　櫻雅(3) ｼｲﾊﾞ ｵｳｶﾞ

422 下松谷　柊(3) ｸﾀﾞﾏﾂﾔ ｼｭｳ
446 吉田　珀勇雅(3) ﾖｼﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ

6 3 西合志南 449 折小野　裕真(3) ｵﾘｺﾉ ﾕｳﾏ 44.39
(熊本) 450 和田　佳大(2) ﾜﾀﾞ ｹｲﾀ

452 桑田　広葉(3) ｸﾜﾀ ｺｳﾖｳ
415 白井　温(3) ｼﾗｲ ﾊﾙ

7 5 城北 247 江頭　伊吹(3) ｴｶﾞｼﾗ ｲﾌﾞｷ 44.44
(佐賀) 252 青木　圭真(2) ｱｵｷ ｹｲﾏ

249 中村　充希(3) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ
250 樫野　太志(3) ｶｼﾉ ﾀｲｼ

9 城東 230 竹下　蓮飛(3) ﾀｹｼﾀ ﾚﾝﾄ DQ,R2

(佐賀) 254 塩向　和季(3) ｼｵﾑｷ ｶｽﾞｷ
253 内田　琥太朗(3) ｳﾁﾀﾞ ｺﾀﾛｳ
255 村上　純大(3) ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ

凡例  DQ:失格 R2:(R170-7)オーバーゾーン ２→３



共通男子走高跳
大会記録(GR)                  1m97     富丸　誠司(鹿児島・谷　山)            1989 審 判 長：
大会記録(GR)                  1m97     外堀　宏幸(鹿児島・東　郷)            1991 記録主任：
大会記録(GR)                  1m97     大山　高志(福　岡・夜　須)            1992
大会記録(GR)                  1m97     嵩原　　佐(沖　縄・大　浜)            1995
大会記録(GR)                  1m97     山中　亮磨(鹿児島・田之浦)            2008
日本中学記録(JH)              2m01     境田　裕之(北海道・春光台)            1986 8月6日 12:30 決　勝

決　勝　

ｸﾎﾞｷ ﾕｳｽｹ 鹿児島 － － － ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

1 7 701 久保木　悠介(3) 国分南 1m88
ｾﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 鹿児島 － － ○ × × ○ × ○ × ○ × × ×

2 8 723 畝地　雄大(3) 日当山 1m85
ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 福岡 ○ ○ × ○ × × ○ × ○ × × ×

3 12 125 吉田　竣平(3) 福間 1m80
ﾃｼﾏ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ 福岡 ○ ○ ○ × ○ × × ×

4 11 126 手嶋　駿二郎(3) 嘉穂 1m75
ｼｵﾐﾂ ﾘｭｳﾄ 宮崎 ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

5 6 619 塩満　琉翔(3) 妻ケ丘 1m75
ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 宮崎 ○ × ○ × ○ × × ×

6 5 620 吉田　龍矢(2) 西小林 1m70
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｲ 大分 × × ○ × ○ × ○ × × ×

7 4 521 渡邊　凌已(2) 大在 1m70
ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ 長崎 ○ × ○ × × ×

8 16 340 吉田　篤司(3) 長崎大附属 1m65
ｵｵｼﾛ ｹｲﾄ 沖縄 ○ × × ×

9 9 822 大城　敬音(3) 糸満 1m60
ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 長崎 ○ × × ×

9 15 342 田口　真惺(3) 郡 1m60
ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞｷ 熊本 × × ×

1 425 松田　和輝(3) 豊野 NM
ﾌﾙｶﾜ ﾙｲ 熊本 × × ×

2 424 古川　月唯(3) 荒尾第三 NM
ﾋｻｶ ｹｲﾔ 大分 × × ×

3 522 久下　慶也(3) 鶴見台 NM
ｱｶﾐﾈ ｷﾖﾀﾂ 沖縄 × × ×

10 821 赤嶺　清達(3) 金城 NM
ｼｹﾞﾏﾂ ﾀｲｶﾞ 佐賀 × × ×

13 226 重松　大翔(3) 大和 NM
ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 佐賀 × × ×

14 225 野口　遼介(3) 昭栄 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m60 1m92

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m88

凡例  NM:記録なし



共通男子棒高跳
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)                  4m37     結城　咲翔(宮　崎・木　花)            2021
日本中学記録(JH)              5m05     古澤　一生(群　馬・新　町)            2018
九州中学記録(KR)              4m37     結城　咲翔(宮　崎・木　花)            2021 8月6日 10:30 決　勝

決　勝　

ｲﾏﾑﾗ ｲｯﾃﾂ 熊本 － － － － － － － －

1 4 426 今村　壱徹(2) 阿蘇 － ○ ○ × ○ × × × 3m70
ｿﾉﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 熊本 － － × ○ × ○ ○ ○ ○ ○

2 3 427 園田　征(2) 一の宮 ○ × × × 3m40
ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 宮崎 － － ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

3 7 621 山下　純平(2) 小林 3m20
ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 長崎 － ○ ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

4 2 301 田中　遥大(3) 時津 3m10
ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾝ 福岡 － ○ ○ × ○ ○ × × ×

5 13 127 嶋田　有心(2) 湯川 3m00
ﾏｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長崎 － － ○ ○ × ○ × × ×

6 1 319 増田　大樹(3) 国見 3m00
ﾅﾝｹ ﾕｳｾｲ 福岡 － ○ × ○ × ○ × × ×

7 12 128 難家　悠聖(3) 姪浜 2m90
ｻｶｲﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 宮崎 ○ × ○ × ○ × ○ × × ×

8 6 622 境田　蓮太郎(3) 宮崎第一 2m90
ｺｴﾀﾞ ｹｲｼ 鹿児島 － ○ ○ × × ×

9 9 724 小枝　慧司(3) 東谷山 2m70
ﾏﾂｵ ｱｲｷ 佐賀 － ○ ○ × × ×

9 15 213 松尾　和気(2) 福富 2m70
ﾀｹｳﾁ ｻｲﾄ 鹿児島 － ○ × × ×

11 8 725 竹内　彩人(3) 大口中央 2m50
ﾏｴｿｺ ﾂﾊﾞｻ 沖縄 － ○ × × ×

11 10 824 前底　大翔(3) 石垣 2m50
ｿｳ ﾀﾞｲﾁ 佐賀 － × × ○ × × ×

13 14 228 宗　大智(2) 福富 2m50
ｷﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 大分 ○ × × ×

14 5 523 木許　瑞歩(3) 佐伯城南 2m30
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘｭｳﾄ 沖縄 － × × ×

11 823 松永　琉人(3) 伊江 NM

ｺﾒﾝﾄ
3m00

3m80

3m10 3m20 3m30
記録

2m50

3m50

2m70

3m60

2m90

3m70
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m30

3m40

凡例  NM:記録なし



共通男子走幅跳
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)                  6m99     川上　亮磨(鹿児島・高尾野)            2019
日本中学記録(JH)              7m04     佐々木勝利(大　阪・楠葉西)            2016
九州中学記録(KR)              7m17     小賦　　肇(福　岡・元　岡)            1982 8月7日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 長崎 6m32 6m45 6m50 6m50 8 × 6m61 6m58 6m61
1 4 328 齋藤　颯太(3) 長崎大附属 +0.2 +0.5 -0.3 -0.3 -0.8 +1.3 -0.8

ﾌｸﾄﾞﾒ ﾋﾋﾞｷ 宮崎 6m12 6m45 6m04 6m45 7 × 6m00 6m47 6m47
2 10 623 福留　響(3) 西 -2.0 +0.1 +0.6 +0.1 -0.8 +0.8 +0.8

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 佐賀 5m97 5m83 6m24 6m24 6 6m28 6m34 × 6m34
3 2 229 小林　翔(3) 金泉 -0.4 0.0 -0.2 -0.2 -0.1 -0.4 -0.4

ﾊﾔｾ ﾘｸ 熊本 6m01 5m97 6m13 6m13 4 5m92 6m25 6m20 6m25
4 6 428 早瀬　莉久(3) 一の宮 -0.8 -0.2 -0.5 -0.5 -0.6 +1.3 +1.3 +1.3

ｵﾘﾀ ｹｲﾀﾛｳ 沖縄 6m02 × 6m16 6m16 5 6m01 6m20 6m10 6m20
5 13 826 折田　圭太郎(3) 玉城 -0.2 +0.8 +0.8 0.0 +0.2 +0.8 +0.2

ｳｴﾋﾗ ﾋﾛ 福岡 × 6m07 × 6m07 3 6m06 6m15 5m97 6m15
6 16 129 上平　寛(3) 穂波東 -0.2 -0.2 -0.7 +0.6 +0.3 +0.6

ｳﾁﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 宮崎 6m03 5m74 5m40 6m03 2 5m54 5m65 5m76 6m03
7 9 624 内田　竜誓(3) 南 +0.3 -0.1 +0.1 +0.3 -0.6 +0.8 -0.5 +0.3

ﾎｶｿﾞﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 鹿児島 × 5m99 5m74 5m99 1 5m98 × × 5m99
8 12 726 外園　琉太郎(3) 吉野 -0.1 -0.1 -0.1 -0.5 -0.1

ｸｽﾊﾗ ｺｳﾍｲ 長崎 5m93 × 5m84 5m93 5m93
9 3 307 楠原　厚平(2) 鶏知 +0.5 -0.4 +0.5 +0.5

ｶﾈﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ 沖縄 × 5m93 5m83 5m93 5m93
10 14 825 兼本　広士郎(3) 越来 +0.7 +0.5 +0.7 +0.7

ﾏﾂｵｶ ｼﾝﾔ 福岡 5m92 5m69 5m58 5m92 5m92
11 15 130 松岡　慎也(3) 沼 +1.0 0.0 +0.6 +1.0 +1.0

ﾊｾﾞﾔﾏ ﾄﾓﾔ 熊本 5m47 5m78 × 5m78 5m78
12 5 429 枦山　智哉(2) 出水南 +0.1 +0.6 +0.6 +0.6

ﾊﾔｾ ｶｹﾙ 鹿児島 × 5m73 5m69 5m73 5m73
13 11 727 早瀬　翔(3) 伊集院 -0.3 +0.3 -0.3 -0.3

ﾜｷｻｶ ｼﾞｮｳﾀﾛ 大分 5m66 5m72 × 5m72 5m72
14 8 524 脇坂　承太郎(3) 青山 +0.5 0.0 0.0 0.0

ﾀｹｼﾀ ﾚﾝﾄ 佐賀 × 5m60 × 5m60 5m60
15 1 230 竹下　蓮飛(3) 城東 +0.6 +0.6 +0.6

ｱﾍﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 大分 × × ×
7 525 安部　哲平(3) 大東 NM

凡例  NM:記録なし



共通男子三段跳
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)                 14m15     廣田麟太郎(長　崎・長与第二)          2017
日本中学記録(JH)             14m58     小栗　　忠(静　岡・笠　井)            1992
九州中学記録(KR)             14m27     廣田麟太郎(長　崎・長与第二)          2017 8月6日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾓﾄ ｿﾗ 福岡 12m99 × 12m97 12m99 8 13m03 12m80 13m06 13m06
1 7 132 松本　天良(3) 長尾 +1.0 -0.4 +1.0 +0.6 +0.9 +0.8 +0.8

ｵｵﾓﾘ ｴｲﾄ 福岡 12m90 12m59 12m74 12m90 7 12m68 × 12m98 12m98
2 8 131 大森　恵偉音(3) 城西 +0.2 -0.3 -0.5 +0.2 +0.4 +0.4 +0.4

ｷｳﾗ ﾊｸ 鹿児島 12m74 12m50 12m66 12m74 5 12m41 12m81 12m84 12m84
3 4 728 木浦　覇琥(3) 万世 +1.2 +0.2 -1.0 +1.2 0.0 -0.1 +0.6 +0.6

ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｼ 長崎 12m81 11m98 12m19 12m81 6 12m47 12m69 12m39 12m81
4 12 314 松本　明士(3) 森山 +1.2 +0.4 0.0 +1.2 +0.3 +0.3 +0.5 +1.2

ｸﾂｶｹ ｺｳﾀﾞｲ 佐賀 12m71 12m16 × 12m71 4 12m26 × × 12m71
5 10 231 沓掛　晄大(3) 有明 +0.7 +0.6 +0.7 +0.2 +0.7

ﾊﾏﾔ ｹﾝﾄ 長崎 12m60 × × 12m60 3 12m42 12m59 12m60 12m60
6 11 330 濱屋　健斗(3) 長崎大附属 -0.1 -0.1 +0.7 +0.6 +1.5 -0.1

ｳﾁﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 宮崎 11m93 12m44 12m11 12m44 2 10m69 11m98 11m01 12m44
7 2 624 内田　竜誓(3) 南 +0.1 +0.3 +0.3 +0.3 +0.3 +0.7 +1.6 +0.3

ｶﾈﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ 沖縄 × 12m43 × 12m43 1 × × × 12m43
8 6 825 兼本　広士郎(3) 越来 -0.1 -0.1 -0.1

ｵｶ ｾｲｽｹ 鹿児島 × 12m19 12m41 12m41 12m41
9 3 729 岡　成亮(3) 西紫原 +0.4 +1.0 +1.0 +1.0

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾏ 熊本 12m18 12m12 12m17 12m18 12m18
10 14 430 池田　聖摩(2) 山鹿 +0.3 +1.4 -0.4 +0.3 +0.3

ﾜｷｻｶ ｼﾞｮｳﾀﾛ 大分 × 12m15 × 12m15 12m15
11 16 524 脇坂　承太郎(3) 青山 -0.4 -0.4 -0.4

ｵｵﾓﾘ ﾀｶﾌﾐ 佐賀 12m09 11m91 12m09 12m09 12m09
12 9 232 大森　隆史(3) 武雄 +0.3 +0.6 -0.7 +0.3 +0.3

ｵｼｶﾜ ｿｳﾀﾛｳ 宮崎 12m09 11m55 12m04 12m09 12m09
13 1 625 押川　湊太郎(3) 唐瀬原 0.0 +0.1 -0.1 0.0 0.0

ﾐﾉﾀﾞ ﾕｳｼﾝ 熊本 × 11m46 11m69 11m69 11m69
14 13 431 蓑田　優心(3) 人吉第二 -0.9 +0.5 +0.5 +0.5

ｵﾘﾀ ｹｲﾀﾛｳ 沖縄 11m45 11m50 × 11m50 11m50
15 5 826 折田　圭太郎(3) 玉城 +2.0 -0.2 -0.2 -0.2

ﾅｶﾞｳﾗ ｼｺｳ 大分 × × 10m70 10m70 10m70
16 15 526 長浦　獅行(3) 大在 0.0 0.0 0.0



共通男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)                 15m04     竹本　　蓮(福　岡・泉)                2017
日本中学記録(JH)             17m85     奥村　仁志(福　井・和　泉)            2015
九州中学記録(KR)             16m31     北尾　友靖(長　崎・大瀬戸)            2010 8月7日 10:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾏﾙ ﾀﾞｲﾁ 福岡

1 10 133 石丸　大智(3) 西福岡 13m10 × 14m22 14m22 8 13m74 13m93 12m45 14m22
ﾎﾝﾀﾞ ｹｲｼﾞ 長崎

2 14 309 本多　恵丞(3) 南有馬 13m22 13m13 13m75 13m75 7 12m66 13m68 13m91 13m91
ｱﾗｶﾈ ﾘｭｳｷ 大分

3 2 527 荒金　竜騎(3) 鶴見台 12m55 12m83 12m45 12m83 5 13m53 12m33 13m01 13m53
ﾃﾗｻｷ ﾕｳｷ 福岡

4 9 134 寺﨑　勇紀(3) 良山 12m81 12m50 12m91 12m91 6 × × 12m96 12m96
ｲｼｲ ﾌﾐﾔ 長崎

5 13 317 石井　郁也(3) 国見 11m11 11m86 12m70 12m70 4 × × × 12m70
ｱﾀ ｼｳﾀﾛｳ 鹿児島

6 6 730 阿多　詩々朗(3) 伊集院 12m63 12m64 12m53 12m64 3 × × × 12m64
ｼｹﾞﾀ ｱｲﾗ 大分

7 1 528 重田　空良(3) 東雲 11m94 11m48 12m50 12m50 2 11m82 12m12 12m42 12m50
ｶﾜﾌﾞﾁ ﾀｲﾖｳ 鹿児島

8 5 731 川淵　太陽(3) 高尾野 12m35 12m12 11m89 12m35 1 × × × 12m35
ﾂﾎﾞｲ ﾓﾄｷ 熊本

9 16 432 坪井　元樹(3) 山鹿 11m35 10m61 12m26 12m26 12m26
ﾄﾐﾔﾏ ｷｭｳﾏ 沖縄

10 8 827 豊見山　球真(2) 平良 11m49 9m50 11m51 11m51 11m51
ﾅｶﾞﾐﾈ ﾀｲﾁ 沖縄

11 7 828 長嶺　拓知(3) 古堅 11m04 11m30 11m39 11m39 11m39
ﾔﾏｼﾀ ｱﾂﾄ 熊本

12 15 433 山下　京桃(2) 牛深東 11m01 10m25 10m97 11m01 11m01
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾔ 佐賀

13 11 234 山口　侠哉(3) 鬼塚 10m42 10m56 10m44 10m56 10m56
ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ 佐賀

14 12 233 田中　亮太朗(3) 城北 10m02 × 9m39 10m02 10m02
ｷｸﾁ ｴｲﾀ 宮崎

15 4 626 菊池　瑛太(3) 土々呂 9m43 9m39 9m36 9m43 9m43
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾘｸ 宮崎

16 3 627 東山　李空(3) 祝吉 8m40 7m56 × 8m40 8m40



１年女子100m
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)                 12.38     楠田ゆうな(鹿児島・阿久根)            2021
九州中学学年最高記録(KGR)     12.32     野林　祐実(熊　本・桜　木)            2008 8月6日 10:40 予　選
日本中学学年最高記録(JHGR)     11.98     ﾊｯｻﾝ・ﾅﾜｰﾙ(千　葉・松戸五)            2017 8月6日 13:10 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:+0.1) 2組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏﾂｵｶ ｻﾁ 福岡 ﾌｸｽﾞﾐ ﾘﾝ 福岡

1 6 102 松岡　佐知(1) 穂波東 13.03 Q 1 5 101 福住　凜(1) 永犬丸 12.91 Q
ﾄﾂｶ ﾚｲﾅ 長崎 ﾀｷ ﾓﾅ 鹿児島

2 4 329 戸塚　麗奈(1) 長崎大附属 13.25 Q 2 6 702 髙城　桃那(1) 星峯 12.99 Q
ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾖﾘ 沖縄 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｳ 大分

3 7 801 金城　ひより(1) 与那原 13.29 Q 3 8 501 安東　美羽(1) 朝日 13.18 Q
ｵｶﾞﾀ ﾚﾐｱ 熊本 ｸﾛｶﾜ ﾒｲ 長崎

4 5 401 緒方　玲未亜(1) 西合志南 13.33 q 4 4 311 黒川　愛唯(1) 翁頭 13.31 q
ｸﾗ ｱﾝｼﾞ 鹿児島 ﾔﾏｻｷ ﾘｺ 熊本

5 3 703 藏　海詩(1) 天城 13.41 5 7 402 山崎　璃子(1) 出水 13.47
ｲﾄｳ ﾕｳﾘ 宮崎 ｼｲﾔ ｺﾊﾙ 宮崎

6 9 601 伊東　裕凜(1) 門川 13.52 6 2 602 椎屋　こはる(1) 五十市 13.60
ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾅ 佐賀 ﾄｸﾋｻ ﾘｵ 佐賀

7 2 201 平山　璃和(1) 香楠 13.67 7 3 202 德久　莉央(1) 有田 13.60
ﾆｼﾑﾗ ｶﾘﾝ 大分 ｽﾅｶﾜ ｳﾀ 沖縄

8 8 502 西村　花凛(1) 別府西 13.84 8 9 802 砂川　うた(1) 西辺 13.85

決　勝　

(風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｸｽﾞﾐ ﾘﾝ 福岡

1 4 101 福住　凜(1) 永犬丸 12.86
ﾏﾂｵｶ ｻﾁ 福岡

2 7 102 松岡　佐知(1) 穂波東 13.03
ﾀｷ ﾓﾅ 鹿児島

3 5 702 髙城　桃那(1) 星峯 13.05
ｵｶﾞﾀ ﾚﾐｱ 熊本

4 3 401 緒方　玲未亜(1) 西合志南 13.20
ｸﾛｶﾜ ﾒｲ 長崎

5 2 311 黒川　愛唯(1) 翁頭 13.21
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｳ 大分

6 8 501 安東　美羽(1) 朝日 13.23
ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾖﾘ 沖縄

7 9 801 金城　ひより(1) 与那原 13.23
ﾄﾂｶ ﾚｲﾅ 長崎

8 6 329 戸塚　麗奈(1) 長崎大附属 13.30



２年女子100m
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)                 12.34     上村　恵梨(宮　崎・美郷南学園)        2016
九州中学学年最高記録(KGR)     12.25     德永　心奈(佐　賀・鏡)                2020 8月6日 11:00 予　選
日本中学学年最高記録(JHGR)     11.88     ﾊｯｻﾝ・ﾅﾜｰﾙ(千　葉・松戸五)            2018 8月6日 13:20 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:+0.8) 2組 (風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｸｽﾀﾞ ﾕｳﾅ 鹿児島 ｳｼｼﾞﾏ ﾐﾗｲ 熊本

1 5 706 楠田　ゆうな(2) 阿久根 12.31 GR Q 1 6 405 牛島　未來(2) 武蔵ヶ丘 12.55 Q
ﾓﾘ ﾅﾂﾐ 福岡 ｵｶﾓﾄ ﾘｵ 鹿児島

2 6 105 森　なつみ(2) 永犬丸 12.56 Q 2 4 707 岡本　莉央(2) 川内南 12.58 Q
ｻﾄｳ ﾘｵﾝ 熊本 ﾀﾅｶ ﾚｲｶ 福岡

3 4 406 佐藤　鈴音(2) 武蔵ヶ丘 12.63 Q 3 5 106 田中　澪花(2) 枝光台 12.66 Q
ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｲ 長崎 ｱｶﾎｼ ﾐｸ 宮崎

4 7 332 吉永　優衣(2) 西諫早 12.76 q 4 7 605 赤星　未來(2) 檍 12.70 q
ｵﾉ ﾓｱ 大分 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 長崎

5 9 505 小野　萌杏(2) 鶴谷 13.04 5 8 307 吉田　夏子(2) 時津 12.91
ｶﾄﾞｶﾞﾜ ﾏｻﾐ 宮崎 ｻﾄｳ ﾘﾝ 大分

6 8 606 門川　雅実(2) 串間 13.14 6 9 506 佐藤　凜(2) 青山 12.99
ｷﾕﾅ ｺﾊﾈ 沖縄 ﾏｽﾀﾞ ｻｴ 佐賀

7 2 806 喜友名　心羽(2) 宮里 13.66 7 3 205 増田　咲衣(2) 香楠 13.43
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾒ 佐賀 ﾏﾂｶﾜ ｿﾗ 沖縄

8 3 206 谷口　夢(2) 有田 13.88 8 2 805 松川　そら(2) 与那原 13.65

決　勝　

(風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸｽﾀﾞ ﾕｳﾅ 鹿児島

1 5 706 楠田　ゆうな(2) 阿久根 12.30 GR
ﾓﾘ ﾅﾂﾐ 福岡

2 7 105 森　なつみ(2) 永犬丸 12.51
ｳｼｼﾞﾏ ﾐﾗｲ 熊本

3 6 405 牛島　未來(2) 武蔵ヶ丘 12.55
ﾀﾅｶ ﾚｲｶ 福岡

4 8 106 田中　澪花(2) 枝光台 12.55
ｻﾄｳ ﾘｵﾝ 熊本

5 9 406 佐藤　鈴音(2) 武蔵ヶ丘 12.62
ｱｶﾎｼ ﾐｸ 宮崎

6 3 605 赤星　未來(2) 檍 12.68
ｵｶﾓﾄ ﾘｵ 鹿児島

7 4 707 岡本　莉央(2) 川内南 12.72
ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｲ 長崎

8 2 332 吉永　優衣(2) 西諫早 12.89

凡例  GR:大会記録



３年女子100m
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)                 11.90     野林　祐実(熊　本・桜　木)            2010
九州中学学年最高記録(KGR)     11.73     野林　祐実(熊　本・桜　木)            2010 8月6日 11:20 予　選
日本中学学年最高記録(JHGR)     11.61     土井  杏南(埼　玉・朝霞一)            2010 8月6日 13:30 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:+0.7) 2組 (風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾖｼﾔ ﾕｷﾉ 鹿児島 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾖﾘ 宮崎

1 4 701 吉屋　優希乃(3) 国分南 12.59 Q 1 5 609 渡邉　ひより(3) 東海 12.14 Q
ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ 長崎 ｻﾐｿ ﾋﾅﾀ 熊本

2 8 324 本多　和佳(3) 長崎大附属 12.63 Q 2 4 409 佐美三　ひなた(3) 出水南 12.15 Q
ｷﾀｺﾞｳ ﾏﾅﾐ 佐賀 ﾏﾂﾑﾗ ﾅﾅ 佐賀

3 7 210 北郷　愛実(3) 大和 12.80 Q 3 7 209 松村　那奈(3) 有田 12.33 Q
ｻｶﾓﾄ ﾘﾝ 宮崎 ﾊﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 鹿児島

4 9 610 坂元　凛(3) 吾田 12.93 4 8 710 濵田　彩華(3) 舞鶴 12.48 q
ｺｳﾉ ｱｶﾘ 熊本 ｷﾖﾀｹ ｱﾔﾉ 福岡

5 3 410 功能　朱莉(3) 山鹿 12.97 5 6 110 清武　綾乃(3) 筑紫野南 12.49 q
ｷﾞﾉｻﾞ ｻｷ 沖縄 ﾐｳﾗ ｳﾀ 長崎

6 2 810 宜野座　沙季(3) 宜野座 13.67 6 9 325 三浦　歌(3) 長崎大附属 12.68
ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ｼｬﾏｰﾔﾐｱﾝ 福岡 ｵｶﾞﾜ ﾗﾝ 大分

5 109 ウィリアムズ　シャマーヤ美杏(3) 中村学園女子 DNS 7 3 510 小川　らん(3) 稙田南 12.90
ｻﾄｳ ﾘｵ 大分 ｱｻﾄ ﾗｲﾑ 沖縄

6 509 佐藤　梨央(3) 大在 DNS 8 2 809 安里　らいむ(3) 高嶺 13.43

決　勝　

(風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾖﾘ 宮崎

1 4 609 渡邉　ひより(3) 東海 12.24
ｻﾐｿ ﾋﾅﾀ 熊本

2 5 409 佐美三　ひなた(3) 出水南 12.34
ﾏﾂﾑﾗ ﾅﾅ 佐賀

3 9 209 松村　那奈(3) 有田 12.46
ﾊﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 鹿児島

4 2 710 濵田　彩華(3) 舞鶴 12.53
ｷﾖﾀｹ ｱﾔﾉ 福岡

5 3 110 清武　綾乃(3) 筑紫野南 12.62
ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ 長崎

6 6 324 本多　和佳(3) 長崎大附属 12.79
ﾖｼﾔ ﾕｷﾉ 鹿児島

7 7 701 吉屋　優希乃(3) 国分南 12.80
ｷﾀｺﾞｳ ﾏﾅﾐ 佐賀

8 8 210 北郷　愛実(3) 大和 12.95

凡例  DNS:欠場



共通女子200m
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)                 24.37     野林　祐実(熊　本・桜　木)            2010
日本中学記録(JH)             23.99     ﾊｯｻﾝ・ﾅﾜｰﾙ(千　葉・松戸五)            2019 8月7日 10:00 予　選
九州中学記録(KR)             24.37     野林　祐実(熊　本・桜　木)            2010 8月7日 11:25 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:0.0) 2組 (風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱｶﾎｼ ﾐｸ 宮崎 ｻﾄｳ ﾘｵﾝ 熊本

1 7 605 赤星　未來(2) 檍 26.18 Q 1 8 406 佐藤　鈴音(2) 武蔵ヶ丘 25.38 Q
ｻﾐｿ ﾋﾅﾀ 熊本 ﾊﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 鹿児島

2 6 409 佐美三　ひなた(3) 出水南 26.22 Q 2 7 710 濵田　彩華(3) 舞鶴 26.18 Q
ｶﾏﾀ ｶﾝﾅ 福岡 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾗｲﾅ 宮崎

3 5 116 鎌田　栞那(3) 柏原 26.40 Q 3 9 615 北林　楽衣愛(3) 檍 26.51 Q
ｵｶﾓﾄ ﾚｲｶ 長崎 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 長崎

4 9 331 岡本　怜佳(3) 郡 26.82 q 4 4 307 吉田　夏子(2) 時津 26.77 q
ｵｵｼｵ ﾏﾘﾅ 鹿児島 ｷﾀｺﾞｳ ﾏﾅﾐ 佐賀

5 4 715 大塩　麻里七(3) 紫原 26.86 5 3 210 北郷　愛実(3) 大和 27.26
ｵｶﾞﾜ ﾗﾝ 大分 ｸﾎﾞﾀ ｻｷ 沖縄

6 3 510 小川　らん(3) 稙田南 26.90 6 2 815 久保田　咲姫(3) 三和 28.55
ｲｼﾀｹ ﾕｲ 佐賀 ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ｼｬﾏｰﾔﾐｱﾝ 福岡

7 8 215 石竹　唯(3) 啓成 27.65 5 109 ウィリアムズ　シャマーヤ美杏(3) 中村学園女子 DNS
ﾏﾂｶﾜ ｿﾗ 沖縄 ｻﾄｳ ﾘｵ 大分

8 2 805 松川　そら(2) 与那原 28.53 6 509 佐藤　梨央(3) 大在 DNS

決　勝　

(風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾐｿ ﾋﾅﾀ 熊本

1 6 409 佐美三　ひなた(3) 出水南 25.16
ｻﾄｳ ﾘｵﾝ 熊本

2 4 406 佐藤　鈴音(2) 武蔵ヶ丘 25.22
ｱｶﾎｼ ﾐｸ 宮崎

3 7 605 赤星　未來(2) 檍 25.78
ｶﾏﾀ ｶﾝﾅ 福岡

4 8 116 鎌田　栞那(3) 柏原 25.91
ﾊﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 鹿児島

5 5 710 濵田　彩華(3) 舞鶴 26.02
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 長崎

6 3 307 吉田　夏子(2) 時津 26.06
ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾗｲﾅ 宮崎

7 9 615 北林　楽衣愛(3) 檍 26.53
ｵｶﾓﾄ ﾚｲｶ 長崎

8 2 331 岡本　怜佳(3) 郡 26.83

凡例  DNS:欠場



１年女子800m
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)               2:16.13     船木　　歌(長　崎・玖　島)            2019
九州中学学年最高記録(KGR)   2:12.45     下森　美咲(福　岡・熊　西)            2018 8月7日 09:30 予　選
日本中学学年最高記録(JHGR)   2:12.45     下森　美咲(福　岡・熊西)              2018 8月7日 11:50 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔｽﾅｶﾞ ｶﾖ 長崎 ﾄｼﾐﾂ ｱｲﾘ 大分

1 6 302 安永　佳世(1) 鳴北 2:23.21 Q 1 5 503 利光　愛理(1) 稙田 2:23.88 Q
ﾏﾂｵｶ ﾏﾘｱ 宮崎 ﾄﾂｶ ﾚｲﾅ 長崎

2 9 603 松岡　茉莉明(1) 妻 2:23.21 Q 2 6 329 戸塚　麗奈(1) 長崎大附属 2:24.59 Q
ﾊﾏｶﾜ ｺｳｺ 鹿児島 ｵｵｳﾗｼﾞ ﾕﾅ 鹿児島

3 4 705 濵川　輝心(1) 喜界 2:23.37 Q 3 8 704 大浦地　結菜(1) 重富 2:25.10 Q
ｵｶﾞﾀ ﾐﾉﾘ 佐賀 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｱ 福岡

4 7 203 緒方　みのり(1) 東原庠舎中央校 2:23.53 q 4 7 103 藤田　優空(1) 河東 2:25.16
ｱﾅﾝ ﾁﾊﾙ 大分 ﾅｶｼﾏ ｱｲﾅ 熊本

5 2 504 阿南　ちはる(1) 三重 2:23.77 q 5 4 404 中島　愛那(1) 長洲 2:25.97
ｷﾝｼﾞｮｳ ｺﾊﾙ 沖縄 ｼﾛﾏ ﾁｿﾗ 沖縄

6 3 803 金城　心晴(1) 南星 2:24.12 6 2 804 城間　千空(1) 知念 2:29.15
ﾉﾑﾗ ﾋｲﾛ 熊本 ｸﾛｷﾞ ﾅﾅﾐ 宮崎

7 5 403 野村　ひいろ(1) 住吉 2:25.62 7 3 604 黒木　七海(1) 日向 2:32.95
ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾘ 福岡 ｵｵﾊﾞ ｺﾏﾁ 佐賀

8 8 104 古川　結理(1) 菅生 2:26.42 8 9 204 大庭　黄町(1) 浜玉 2:34.59

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄｼﾐﾂ ｱｲﾘ 大分

1 4 503 利光　愛理(1) 稙田 2:25.55
ｱﾅﾝ ﾁﾊﾙ 大分

2 3 504 阿南　ちはる(1) 三重 2:26.15
ﾄﾂｶ ﾚｲﾅ 長崎

3 6 329 戸塚　麗奈(1) 長崎大附属 2:26.15
ﾔｽﾅｶﾞ ｶﾖ 長崎

4 7 302 安永　佳世(1) 鳴北 2:27.17
ｵｶﾞﾀ ﾐﾉﾘ 佐賀

5 2 203 緒方　みのり(1) 東原庠舎中央校 2:27.35
ﾊﾏｶﾜ ｺｳｺ 鹿児島

6 8 705 濵川　輝心(1) 喜界 2:27.55
ｵｵｳﾗｼﾞ ﾕﾅ 鹿児島

7 9 704 大浦地　結菜(1) 重富 2:29.27
ﾏﾂｵｶ ﾏﾘｱ 宮崎

8 5 603 松岡　茉莉明(1) 妻 2:32.61



２年女子800m
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)               2:12.86     下森　美咲(福　岡・熊　西)            2019
九州中学学年最高記録(KGR)   2:10.56     下森　美咲(福　岡・熊　西)            2019 8月6日 10:20 予　選
日本中学学年最高記録(JHGR)   2:09.67     谷本有紀菜(山　口・田布施)            2006 8月6日 15:10 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾂｵ ﾏﾋﾛ 福岡 ﾀｶｷﾞ ｱﾕﾅ 鹿児島

1 5 107 松尾　真昊(2) 白光 2:21.36 Q 1 4 709 高木　愛悠奈(2) 高尾野 2:21.63 Q
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉﾝ 鹿児島 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｺ 福岡

2 4 708 橘　のん(2) 舞鶴 2:21.41 Q 2 5 108 山本　友子(2) 香椎第２ 2:21.84 Q
ｱﾘﾖｼ ﾋﾅﾀ 長崎 ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾅ 熊本

3 3 309 有吉　ひなた(2) 諫早高附属 2:21.79 Q 3 3 407 松山　悠南(2) 荒尾第四 2:21.97 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｽﾞ 熊本 ﾐﾂｵｶ ｺﾄﾅ 佐賀

4 6 408 山口　ゆず(2) 出水 2:22.40 q 4 6 207 光岡　琴奈(2) 東原庠舎中央校 2:22.12 q
ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾒ 佐賀 ﾂﾉﾏﾁ ｱﾖﾘ 長崎

5 7 208 徳永　結芽(2) 東原庠舎中央校 2:26.52 5 7 330 角町　明世梨(2) 長崎大附属 2:25.34
ｻｻｷ ﾕﾒ 宮崎 ｼﾊﾞﾀ ｶﾉﾝ 大分

6 2 608 佐々木　佑芽(2) 小林 2:27.11 6 2 508 柴田　歌音(2) 三重 2:27.52
ｵﾉ ﾐｻｷ 大分 ﾆｼﾑﾗ ｺﾄ 宮崎

7 8 507 尾野　実咲(2) 南大分 2:27.60 7 8 607 西村　心都(2) 住吉 2:28.21
ｼﾝｼﾞｮｳ ﾆﾅ 沖縄 ﾎｶﾏ ﾐｵ 沖縄

8 1 808 新城　仁菜(2) 北 2:32.75 8 1 807 外間　美桜(2) 兼城 2:33.72

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂｵ ﾏﾋﾛ 福岡

1 6 107 松尾　真昊(2) 白光 2:18.19
ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｺ 福岡

2 4 108 山本　友子(2) 香椎第２ 2:18.34
ﾐﾂｵｶ ｺﾄﾅ 佐賀

3 3 207 光岡　琴奈(2) 東原庠舎中央校 2:18.34
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉﾝ 鹿児島

4 7 708 橘　のん(2) 舞鶴 2:18.37
ﾀｶｷﾞ ｱﾕﾅ 鹿児島

5 5 709 高木　愛悠奈(2) 高尾野 2:18.59
ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾅ 熊本

6 9 407 松山　悠南(2) 荒尾第四 2:18.71
ｱﾘﾖｼ ﾋﾅﾀ 長崎

7 8 309 有吉　ひなた(2) 諫早高附属 2:19.03
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｽﾞ 熊本

8 2 408 山口　ゆず(2) 出水 2:28.70



３年女子800m
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)               2:10.20     宮崎　安澄(熊　本・湖　東)            1989
九州中学学年最高記録(KGR)   2:08.94     倉岡　奈々(鹿児島・吾　平)            2012 8月6日 10:30 予　選
日本中学学年最高記録(JHGR)   2:07.19     高橋　ひな(兵　庫・山　陽)            2013 8月6日 15:15 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾉｸﾞﾁ ｻｷﾈ 鹿児島 ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾙ 福岡

1 4 711 野口　紗喜音(3) 東谷山 2:14.27 Q 1 4 112 中村　愛琉(3) 高牟礼 2:18.42 Q
ﾊﾞﾊﾞ ｽﾐﾚ 福岡 ｱﾘﾀ ｻﾔﾉ 宮崎

2 3 111 馬場　すみれ(3) 玄洋 2:15.44 Q 2 8 611 有田　彩乃(3) 大淀 2:19.94 Q
ﾀｶｵｶ ﾏﾅ 大分 ﾌｸｵｶ ﾁｻﾄ 鹿児島

3 5 511 高岡　真奈(3) 城東 2:16.94 Q 3 3 712 福岡　智里(3) 高山 2:20.16 Q
ｲﾏｻﾞﾄ ｱﾝﾘ 長崎 ｶﾝﾀﾞ ﾐｸ 大分

4 6 303 今里　あんり(3) 志佐 2:18.86 q 4 5 512 神田　翠来(3) 稙田南 2:20.95 q
ﾋﾗﾔﾏ ﾗﾗｶ 熊本 ﾂﾀﾉ ﾅﾅｻ 長崎

5 2 412 平山　藍々花(3) 菊池南 2:23.61 5 6 301 蔦野　奈々紗(3) 桜が原 2:21.02
ﾎｶﾉ ﾘﾝ 宮崎 ﾋﾛｼｹﾞ ﾜｶﾅ 佐賀

6 7 612 外野　凛(3) 三股 2:23.83 6 7 211 廣重　和香奈(3) 川副 2:21.40
ｻｶﾀ ﾐｸ 佐賀 ｶﾜﾍﾞ ﾏﾘﾝ 熊本

7 8 212 坂田　美空(3) 川登 2:26.03 7 2 411 川辺　万鈴(3) 山江 2:22.27
ｳｴﾊﾗ ｽｽﾞ 沖縄 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾏﾘ 沖縄

8 1 812 宇栄原　涼(3) 読谷 2:29.56 8 1 811 山内　ひまり(3) 寄宮 2:29.88

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾉｸﾞﾁ ｻｷﾈ 鹿児島

1 5 711 野口　紗喜音(3) 東谷山 2:11.65
ﾀｶｵｶ ﾏﾅ 大分

2 8 511 高岡　真奈(3) 城東 2:13.51
ﾊﾞﾊﾞ ｽﾐﾚ 福岡

3 4 111 馬場　すみれ(3) 玄洋 2:13.92
ｲﾏｻﾞﾄ ｱﾝﾘ 長崎

4 3 303 今里　あんり(3) 志佐 2:14.63
ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾙ 福岡

5 6 112 中村　愛琉(3) 高牟礼 2:17.41
ｱﾘﾀ ｻﾔﾉ 宮崎

6 7 611 有田　彩乃(3) 大淀 2:18.69
ｶﾝﾀﾞ ﾐｸ 大分

7 2 512 神田　翠来(3) 稙田南 2:20.07
ﾌｸｵｶ ﾁｻﾄ 鹿児島

8 9 712 福岡　智里(3) 高山 2:21.00



共通女子1500m
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)               4:30.67     深堀　未央(福　岡・原中央)            2004
日本中学記録(JH)           4:19.46     福田　有以(兵　庫・稲美北)            2010
九州中学記録(KR)           4:21.41     宮崎　安澄(熊　本・湖　東)            1989 8月7日 11:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾙ 福岡

1 13 112 中村　愛琉(3) 高牟礼 4:37.57
ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾘ 熊本

2 16 415 西川　侑里(3) 長洲 4:39.65
ｽｷﾞﾔｽ ｶｽﾞﾊ 熊本

3 8 416 杉安　一葉(2) 南小国 4:40.59
ﾉｸﾞﾁ ｻｷﾈ 鹿児島

4 11 711 野口　紗喜音(3) 東谷山 4:42.19
ｲﾏｻﾞﾄ ｱﾝﾘ 長崎

5 15 303 今里　あんり(3) 志佐 4:42.77
ﾔﾂｼﾛ ﾊﾙﾅ 福岡

6 5 118 八代　陽菜(3) 中原 4:42.82
ﾄﾐﾐﾂ ｼﾞｭｶ 鹿児島

7 3 716 冨満　樹花(3) 高尾野 4:43.92
ﾐﾂｵｶ ｺﾄﾅ 佐賀

8 6 207 光岡　琴奈(2) 東原庠舎中央校 4:44.03
ｲﾄｳ ﾒｲ 大分

9 1 515 伊藤　芽生(3) 三重 4:47.59
ｱﾘﾖｼ ﾋﾅﾀ 長崎

10 7 309 有吉　ひなた(2) 諫早高附属 4:52.10
ｶﾝﾀﾞ ﾐｸ 大分

11 9 512 神田　翠来(3) 稙田南 4:53.78
ｷﾝｼﾞｮｳ ﾗﾝ 沖縄

12 12 816 金城　蘭(3) 東風平 4:54.51
ﾎｶﾉ ﾘﾝ 宮崎

13 2 612 外野　凛(3) 三股 4:55.81
ｱﾘﾀ ｻﾔﾉ 宮崎

14 10 611 有田　彩乃(3) 大淀 4:57.26
ﾏｻｷ ﾐｺ 佐賀

15 14 217 馬﨑　望喜(3) 伊万里 5:03.98
ｴｽ ﾓﾓ 沖縄

16 4 817 江洲　桃(3) 球美 5:05.42



低学年女子80mH(0.762m)
審 判 長：

大会記録(GR)                 11.89     内之倉由美(鹿児島・西紫原)            2010 記録主任：
大会記録(GR)                 11.89     原田　彩希(福　岡・牟田山)            2010
大会記録(GR)                 11.89     星川　七海(宮　崎・岡　富)            2018
九州中学学年最高記録(KGR)     11.51     吉永　優衣(長　崎・西諫早)            2022 8月6日 12:10 予　選
日本中学学年最高記録(JHGR)     11.51     吉永　優衣(長　崎・西諫早)            2022 8月6日 14:10 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:+0.5) 2組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｲ 長崎 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾜ 宮崎

1 5 332 吉永　優衣(2) 西諫早 11.65 GR Q 1 5 613 藤原　杜葉(2) 大淀 12.39 Q
ｱﾍﾞ ｱﾔﾈ 大分 ｲﾉｳｴ ﾋﾖﾘ 長崎

2 4 513 阿部　絢音(2) 大在 12.36 Q 2 7 306 井上　ひより(2) 長崎日大 12.60 Q
ｲｼﾑﾗ ﾐﾕ 宮崎 ﾅｶﾞﾀ ｻｴ 福岡

3 6 614 石村　美有(2) 宮大附属 12.36 Q 3 4 114 永田　咲笑(2) 平野 12.63 Q
ｶﾐｿﾞﾉ ﾐｳ 鹿児島 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅｶ 鹿児島

4 9 713 上園　美羽(2) 高山 12.55 q 4 8 714 中村　愛花(2) 鹿大附属 12.74
ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾘﾝ 福岡 ﾅｶｼﾞﾏ ｺﾄﾐ 大分

5 7 113 宮﨑　花梨(2) 福間 12.60 q 5 9 514 中嶋　琴海(2) 佐伯南 13.05
ｷﾝｼﾞｮｳ ｱｵ 沖縄 ｳｴﾉ ｻﾖｺ 熊本

6 3 814 金城　空良(2) 阿嘉 13.02 6 6 413 植野　紗代子(2) 松島 13.38
ｺｳﾀﾞ ﾐﾂｷ 熊本 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾚｲﾘ 沖縄

7 8 414 香田　光稀(2) 荒尾海陽 13.13 7 3 813 金城　麗璃(2) うんな 13.46
ﾏｴﾀﾞ ﾙｱﾝ 佐賀 ｳｴﾀﾞ ｼｽﾞｸ 佐賀

8 2 214 前田　瑠杏(2) 伊万里 14.26 8 2 213 植田　しずく(2) 神埼 13.50

決　勝　

(風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｲ 長崎

1 5 332 吉永　優衣(2) 西諫早 11.76 GR
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾜ 宮崎

2 4 613 藤原　杜葉(2) 大淀 12.23
ｲｼﾑﾗ ﾐﾕ 宮崎

3 8 614 石村　美有(2) 宮大附属 12.38
ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾘﾝ 福岡

4 2 113 宮﨑　花梨(2) 福間 12.55
ｲﾉｳｴ ﾋﾖﾘ 長崎

5 6 306 井上　ひより(2) 長崎日大 12.58
ｶﾐｿﾞﾉ ﾐｳ 鹿児島

6 3 713 上園　美羽(2) 高山 12.61
ﾅｶﾞﾀ ｻｴ 福岡

7 9 114 永田　咲笑(2) 平野 12.74
ｱﾍﾞ ｱﾔﾈ 大分

8 7 513 阿部　絢音(2) 大在 14.38

凡例  GR:大会記録



共通女子100mH(0.762m)
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)                 13.89     谷中　天架(福　岡・八　屋)            2021
日本中学記録(JH)             13.47     谷中　天架(福　岡・八　屋)            2021 8月6日 12:25 予　選
九州中学記録(KR)             13.47     谷中　天架(福　岡・八　屋)            2021 8月6日 14:20 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:+0.2) 2組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｶﾔﾏ ﾅﾂﾐ 福岡 ｲ ﾁﾅﾂ 福岡

1 5 120 岡山　夏美(3) 柏原 14.97 Q 1 5 119 井　千夏(2) 宮ノ陣 14.57 Q
ｴﾋﾞﾊﾗ ｻﾜ 宮崎 ﾐｳﾗ ｳﾀ 長崎

2 6 616 蛯原　桜羽(3) 吾田 15.20 Q 2 4 325 三浦　歌(3) 長崎大附属 14.57 Q
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾓｴ 佐賀 ﾀｶｸﾞﾁ ｴﾚﾝ 鹿児島

3 7 219 海老原　もえ(3) 香楠 15.27 Q 3 7 717 髙口　永恋(3) 阿久根 14.76 Q
ｶﾜﾍﾞ ﾏｺ 大分 ｼﾓｶﾘﾔ ﾕﾅ 佐賀

4 9 517 川邉　真子(3) 蒲江翔南 15.40 4 9 220 下假屋　友那(3) 城南 15.31 q
ﾎﾘﾅｶﾞ ﾋﾅ 鹿児島 ﾀﾊﾞﾀ ﾘﾘ 宮崎

5 4 718 堀永　陽南(3) 舞鶴 15.53 5 8 617 田畑　李莉(3) 小林 15.36 q
ｶﾄﾞ ﾓﾓｶ 熊本 ｲﾜﾀ ﾏｷ 熊本

6 3 417 角　百々花(3) 北部 15.66 6 2 418 岩田　真生(3) 山鹿 16.25
ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｸﾗ 長崎 ｶｻｲ ｱﾔｶ 沖縄

7 8 304 藤原　咲来(3) 北諫早 15.81 7 3 819 笠井　あやか(3) 読谷 16.64
ｶｹﾞﾐﾂ ﾖｼｶ 沖縄 ﾎﾘｵ ｻﾁｶ 大分

8 2 818 景光　芳佳(3) 宜野座 17.38 6 516 堀尾　采愛(3) 坂ノ市 DNS

決　勝　

(風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲ ﾁﾅﾂ 福岡

1 5 119 井　千夏(2) 宮ノ陣 14.27
ﾐｳﾗ ｳﾀ 長崎

2 6 325 三浦　歌(3) 長崎大附属 14.50
ﾀｶｸﾞﾁ ｴﾚﾝ 鹿児島

3 8 717 髙口　永恋(3) 阿久根 14.53
ｵｶﾔﾏ ﾅﾂﾐ 福岡

4 4 120 岡山　夏美(3) 柏原 14.72
ｼﾓｶﾘﾔ ﾕﾅ 佐賀

5 3 220 下假屋　友那(3) 城南 15.03
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾓｴ 佐賀

6 9 219 海老原　もえ(3) 香楠 15.05
ﾀﾊﾞﾀ ﾘﾘ 宮崎

7 2 617 田畑　李莉(3) 小林 15.06
ｴﾋﾞﾊﾗ ｻﾜ 宮崎

7 616 蛯原　桜羽(3) 吾田 DNS

凡例  DNS:欠場



低学年女子4X100mR
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)                 50.15     ［上野・出口・楠田・高口］(鹿児島・阿久根)2021
日本中学記録(JH)             49.45     ［小川・城島・笹川・中務］(埼　玉・常　磐)1981 8月7日 10:20 予　選
九州中学記録(KR)             49.95     ［上野・出口・楠田・高口］(鹿児島・阿久根)2021 8月7日 12:10 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 伊集院 725 呉　香莉(2) ｵ ﾋｬﾝﾘ 52.48 1 5 出水 429 松本　桜子(2) ﾏﾂﾓﾄ ｻｸﾗｺ 52.26
(鹿児島) 726 藤元　美空(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｸ Q (熊本) 402 山崎　璃子(1) ﾔﾏｻｷ ﾘｺ Q

727 馬場　絢菜(1) ﾊﾞﾊﾞ ｱﾔﾅ 427 藤井　ときわ(1) ﾌｼﾞｲ ﾄｷﾜ
724 齊藤　礼羅(2) ｻｲﾄｳ ﾚｲﾗ 426 大坂間　桐南(2) ｵｵｻｶﾏ ｷﾘﾅ

2 5 別府西 523 近藤　咲愛(2) ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾗ 52.54 2 7 大淀 613 藤原　杜葉(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾜ 53.07
(大分) 525 本田　美空(1) ﾎﾝﾀﾞ ﾐｸ Q (宮崎) 626 後藤　佑俐(1) ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾘ Q

502 西村　花凛(1) ﾆｼﾑﾗ ｶﾘﾝ 627 岩切　美里(1) ｲﾜｷﾘ ﾐｻﾄ
524 佐藤　結奈(2) ｻﾄｳ ﾕｲﾅ 624 中園　葵(2) ﾅｶｿﾞﾉ ｱｵｲ

3 6 時津 313 田口　優羽(2) ﾀｸﾞﾁ ﾕｳ 52.62 3 4 中種子 731 進藤　若狭(2) ｼﾝﾄﾞｳ ﾜｶｻ 53.55
(長崎) 318 川口　美緒(1) ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｵ Q (鹿児島) 733 山下　愛蘭(1) ﾔﾏｼﾀ ｱｲﾙ Q

317 丸尾　彩寧(1) ﾏﾙｵ ｱﾔﾈ 732 山口　柚希(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｽﾞｷ
307 吉田　夏子(2) ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 730 德永　芽菜(2) ﾄｸﾅｶﾞ ﾒﾅ

4 8 西原 432 佐藤　かんな(2) ｻﾄｳ ｶﾝﾅ 53.28 4 9 基山 227 大久保　愛来(2) ｵｵｸﾎﾞ ｱｲﾗ 53.69
(熊本) 434 浦塚　ゆめ(1) ｳﾗﾂｶ ﾕﾒ q (佐賀) 229 林田　結衣(1) ﾊﾔｼﾀﾞ ﾕｲ q

433 中山　優奈(1) ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾅ 230 吉田　侑唯(1) ﾖｼﾀﾞ ｳｲ
431 大原　優季(2) ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ 228 音成　優里(2) ｵﾄﾅﾘ ﾕﾘ

5 9 小林 608 佐々木　佑芽(2) ｻｻｷ ﾕﾒ 53.70 5 6 浅川 133 富田　愛(2) ﾄﾐﾀ ﾏﾅ 53.71
(宮崎) 632 奥原　楓(1) ｵｸﾊﾗ ｶｴﾃﾞ (福岡) 135 佐藤　凛(1) ｻﾄｳ ﾘﾝ

633 新倉　緋奈乃(1) ﾆｲｸﾗ ﾋﾅﾉ 136 高木　麻緒(1) ﾀｶｷﾞ ﾏｵ
630 河島　和奏(2) ｶﾜｼﾏ ﾜｶﾅ 134 岡本　梨亜(2) ｵｶﾓﾄ ﾘｱ

6 3 田代 233 三宅　ナナ(2) ﾐﾔｹ ﾅﾅ 55.12 6 8 諫早 334 古場　帆乃佳(2) ｺﾊﾞ ﾎﾉｶ 53.82
(佐賀) 235 林　杏應(1) ﾊﾔｼ ｺｵ (長崎) 336 横田　莉子(1) ﾖｺﾀ ﾘｺ

236 取井　結月(1) ﾄﾘｲ ﾕﾂﾞｷ 337 早田　歩未(1) ｿｳﾀﾞ ｱﾕﾐ
234 横山　愛莉(2) ﾖｺﾔﾏ ｱｲﾘ 333 東　小都子(2) ﾋｶﾞｼ ｺﾄｺ

7 2 玉城 829 大城　璃子(2) ｵｵｼﾛ ﾘｺ 56.34 7 2 国東 529 松林　璃子(2) ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾘｺ 54.83
(沖縄) 831 秋田　美桜(1) ｱｷﾀ ﾐｵ (大分) 531 西村　優芽(1) ﾆｼﾑﾗ ﾕﾒ

832 平良　香葉(1) ﾀｲﾗ ｺﾉﾊ 532 清成　寧々(1) ｷﾖﾅﾘ ﾈﾈ
830 中村　紗七(2) ﾅｶﾑﾗ ｻﾅ 530 松崎　杏菜(2) ﾏﾂｻﾞｷ ｱﾝﾅ

4 宮ノ陣 119 井　千夏(2) ｲ ﾁﾅﾂ DQ,R3 3 西原東 DNS
(福岡) 129 前田　絢香(1) ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｶ (沖縄)

130 松岡　咲希(1) ﾏﾂｵｶ ｻｷ
128 後藤　野花(2) ｺﾞﾄｳ ﾉﾉｶ

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 出水 429 松本　桜子(2) ﾏﾂﾓﾄ ｻｸﾗｺ 51.99
(熊本) 402 山崎　璃子(1) ﾔﾏｻｷ ﾘｺ

427 藤井　ときわ(1) ﾌｼﾞｲ ﾄｷﾜ
426 大坂間　桐南(2) ｵｵｻｶﾏ ｷﾘﾅ

2 8 時津 313 田口　優羽(2) ﾀｸﾞﾁ ﾕｳ 52.58
(長崎) 318 川口　美緒(1) ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｵ

317 丸尾　彩寧(1) ﾏﾙｵ ｱﾔﾈ
307 吉田　夏子(2) ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ

3 7 伊集院 725 呉　香莉(2) ｵ ﾋｬﾝﾘ 52.58
(鹿児島) 726 藤元　美空(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｸ

727 馬場　絢菜(1) ﾊﾞﾊﾞ ｱﾔﾅ
724 齊藤　礼羅(2) ｻｲﾄｳ ﾚｲﾗ

4 4 別府西 523 近藤　咲愛(2) ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾗ 52.75
(大分) 525 本田　美空(1) ﾎﾝﾀﾞ ﾐｸ

502 西村　花凛(1) ﾆｼﾑﾗ ｶﾘﾝ
524 佐藤　結奈(2) ｻﾄｳ ﾕｲﾅ

5 5 大淀 613 藤原　杜葉(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾜ 53.42
(宮崎) 626 後藤　佑俐(1) ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾘ

627 岩切　美里(1) ｲﾜｷﾘ ﾐｻﾄ
624 中園　葵(2) ﾅｶｿﾞﾉ ｱｵｲ

6 2 西原 432 佐藤　かんな(2) ｻﾄｳ ｶﾝﾅ 53.51
(熊本) 434 浦塚　ゆめ(1) ｳﾗﾂｶ ﾕﾒ

433 中山　優奈(1) ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾅ
431 大原　優季(2) ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ

7 9 中種子 731 進藤　若狭(2) ｼﾝﾄﾞｳ ﾜｶｻ 53.81
(鹿児島) 733 山下　愛蘭(1) ﾔﾏｼﾀ ｱｲﾙ

732 山口　柚希(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｽﾞｷ
730 德永　芽菜(2) ﾄｸﾅｶﾞ ﾒﾅ

8 3 基山 227 大久保　愛来(2) ｵｵｸﾎﾞ ｱｲﾗ 53.91
(佐賀) 229 林田　結衣(1) ﾊﾔｼﾀﾞ ﾕｲ

230 吉田　侑唯(1) ﾖｼﾀﾞ ｳｲ
228 音成　優里(2) ｵﾄﾅﾘ ﾕﾘ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R3:(R170-7)オーバーゾーン ３→４



共通女子4X100mR
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)                 48.87     ［木村・山﨑・岩本・林田］(長　崎・桜馬場)2010
日本中学記録(JH)             47.04     ［岡・福井・稲荷・藤木］(和歌山・桐　蔭)2009 8月6日 10:00 予　選
九州中学記録(KR)             48.49     ［荒木・山﨑・山本・木村］(長　崎・桜馬場)2009 8月6日 15:30 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 長崎大附属 328 天本　真菜(2) ｱﾏﾓﾄ ﾏﾅ 49.39 1 5 百道 148 林　璃乃(3) ﾊﾔｼ ﾘﾉ 50.08
(長崎) 324 本多　和佳(3) ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ Q (福岡) 146 一木　真琳(3) ｲﾁｷ ﾏﾘﾝ Q

327 岩永　陽花(3) ｲﾜﾅｶﾞ ﾊﾙｶ 147 簗瀬　杏奈(3) ﾔﾅｾ ｱﾝﾅ
325 三浦　歌(3) ﾐｳﾗ ｳﾀ 145 黒河　優衣菜(3) ｸﾛｶﾜ ﾕｲﾅ

2 7 吉野 734 上水流　聖来(3) ｶﾐｽﾞﾙ ｷﾗﾗ 50.27 2 9 長崎日大 319 葛島　凪砂(3) ｸｽﾞｼﾏ ﾅｷﾞｻ 50.64
(鹿児島) 735 下田　星奈(3) ｼﾓﾀﾞ ｾｲﾅ Q (長崎) 320 稲﨑　心音(2) ｲﾅｻｷ ｺｺﾈ Q

736 森山　心月(2) ﾓﾘﾔﾏ ｼﾂﾞｷ 306 井上　ひより(2) ｲﾉｳｴ ﾋﾖﾘ
737 上村　さくら(3) ｶﾐﾑﾗ ｻｸﾗ 321 滝川　萌音(2) ﾀｷｶﾞﾜ ﾓﾈ

3 8 大淀 642 西山　亜衣梨(3) ﾆｼﾔﾏ ｱｲﾘ 50.98 3 8 有田 206 谷口　夢(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾒ 51.03
(宮崎) 645 足立　琉華(2) ｱﾀﾞﾁ ﾙｶ Q (佐賀) 202 德久　莉央(1) ﾄｸﾋｻ ﾘｵ Q

646 岩切　理花(2) ｲﾜｷﾘ ﾘｶ 239 望月　結衣(3) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｲ
643 壱岐　心音(3) ｲｷ ｺｺﾈ 209 松村　那奈(3) ﾏﾂﾑﾗ ﾅﾅ

4 4 武蔵ヶ丘 441 梅門　みなみ(2) ｳﾒｶﾄﾞ ﾐﾅﾐ 51.06 4 4 吾田 638 川﨑　弥菜心(3) ｶﾜｻｷ ﾐﾅﾐ 51.23
(熊本) 406 佐藤　鈴音(2) ｻﾄｳ ﾘｵﾝ q (宮崎) 616 蛯原　桜羽(3) ｴﾋﾞﾊﾗ ｻﾜ q

405 牛島　未來(2) ｳｼｼﾞﾏ ﾐﾗｲ 639 河上　愛子(3) ｶﾜｶﾐ ｱｲｺ
442 寄川　夕妃奈(3) ﾖﾘｶﾜ ﾕｷﾅ 610 坂元　凛(3) ｻｶﾓﾄ ﾘﾝ

5 3 鍋島 250 森永　美紀(3) ﾓﾘﾅｶﾞ ﾐｷ 51.30 5 6 山鹿 437 松岡　美咲(3) ﾏﾂｵｶ ﾐｻｷ 51.51
(佐賀) 223 才川　陽海(3) ｻｲｶﾜ ﾋｳﾅ (熊本) 438 久武　咲月(3) ﾋｻﾀｹ ｻﾂｷ

245 光安　夢乃(3) ﾐﾂﾔｽ ﾕﾉ 418 岩田　真生(3) ｲﾜﾀ ﾏｷ
249 丸野　千晶(3) ﾏﾙﾉ ﾁｱｷ 410 功能　朱莉(3) ｺｳﾉ ｱｶﾘ

6 9 大在 536 池山　歩来(1) ｲｹﾔﾏ ｱﾕﾅ 54.31 6 7 東谷山 742 中島　桜(3) ﾅｶｼﾏ ｻｸﾗ 51.56
(大分) 537 三浦　珠奈(2) ﾐｳﾗ ｼﾞｭﾅ (鹿児島) 740 古屋敷　愛美(3) ﾌﾙﾔｼｷ ｱﾐ

513 阿部　絢音(2) ｱﾍﾞ ｱﾔﾈ 741 水流　心晴(3) ﾂﾙ ｺﾊﾙ
535 阿部　暖乃(2) ｱﾍﾞ ﾉﾝﾉ 711 野口　紗喜音(3) ﾉｸﾞﾁ ｻｷﾈ

7 2 うんな 838 玉城　梓恵菜(1) ﾀﾏｷ ｼｴﾅ 54.79 7 3 朝日 544 岡嶋　芙夏(2) ｵｶｼﾞﾏ ﾌｳｶ 53.04
(沖縄) 839 金城　かりの(3) ｷﾝｼﾞｮｳ ｶﾘﾉ (大分) 501 安東　美羽(1) ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｳ

813 金城　麗璃(2) ｷﾝｼﾞｮｳ ﾚｲﾘ 542 八岡　綾音(3) ﾔﾂｵｶ ｱﾔﾈ
840 又吉　南海(3) ﾏﾀﾖｼ ﾅﾐ 541 藤原　千櫻(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｸﾗ

5 中村学園女子 DNS 8 2 宜野座 834 宜野座　紗来(1) ｷﾞﾉｻﾞ ｾﾗ 53.53
(福岡) (沖縄) 810 宜野座　沙季(3) ｷﾞﾉｻﾞ ｻｷ

818 景光　芳佳(3) ｶｹﾞﾐﾂ ﾖｼｶ
835 山城　綺楽明(2) ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾗﾗ

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 長崎大附属 329 戸塚　麗奈(1) ﾄﾂｶ ﾚｲﾅ 49.47
(長崎) 324 本多　和佳(3) ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ

327 岩永　陽花(3) ｲﾜﾅｶﾞ ﾊﾙｶ
325 三浦　歌(3) ﾐｳﾗ ｳﾀ

2 7 吉野 734 上水流　聖来(3) ｶﾐｽﾞﾙ ｷﾗﾗ 49.86
(鹿児島) 735 下田　星奈(3) ｼﾓﾀﾞ ｾｲﾅ

736 森山　心月(2) ﾓﾘﾔﾏ ｼﾂﾞｷ
737 上村　さくら(3) ｶﾐﾑﾗ ｻｸﾗ

3 4 百道 148 林　璃乃(3) ﾊﾔｼ ﾘﾉ 50.05
(福岡) 146 一木　真琳(3) ｲﾁｷ ﾏﾘﾝ

147 簗瀬　杏奈(3) ﾔﾅｾ ｱﾝﾅ
145 黒河　優衣菜(3) ｸﾛｶﾜ ﾕｲﾅ

4 2 武蔵ヶ丘 441 梅門　みなみ(2) ｳﾒｶﾄﾞ ﾐﾅﾐ 50.54
(熊本) 406 佐藤　鈴音(2) ｻﾄｳ ﾘｵﾝ

405 牛島　未來(2) ｳｼｼﾞﾏ ﾐﾗｲ
442 寄川　夕妃奈(3) ﾖﾘｶﾜ ﾕｷﾅ

5 8 大淀 642 西山　亜衣梨(3) ﾆｼﾔﾏ ｱｲﾘ 50.54
(宮崎) 645 足立　琉華(2) ｱﾀﾞﾁ ﾙｶ

646 岩切　理花(2) ｲﾜｷﾘ ﾘｶ
643 壱岐　心音(3) ｲｷ ｺｺﾈ

6 6 長崎日大 319 葛島　凪砂(3) ｸｽﾞｼﾏ ﾅｷﾞｻ 50.89
(長崎) 320 稲﨑　心音(2) ｲﾅｻｷ ｺｺﾈ

306 井上　ひより(2) ｲﾉｳｴ ﾋﾖﾘ
321 滝川　萌音(2) ﾀｷｶﾞﾜ ﾓﾈ

7 9 有田 206 谷口　夢(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾒ 50.98
(佐賀) 202 德久　莉央(1) ﾄｸﾋｻ ﾘｵ

239 望月　結衣(3) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｲ
209 松村　那奈(3) ﾏﾂﾑﾗ ﾅﾅ

8 3 吾田 638 川﨑　弥菜心(3) ｶﾜｻｷ ﾐﾅﾐ 52.48
(宮崎) 637 渡辺　絢也(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ

639 河上　愛子(3) ｶﾜｶﾐ ｱｲｺ
640 笠原　菜奈未(1) ｶｻﾊﾗ ﾅﾅﾐ

凡例  DNS:欠場



共通女子走高跳
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)                  1m70     崎村　友理(福　岡・内　浜)            2010
日本中学記録(JH)              1m87     佐藤　　恵(新　潟・木　戸)            1981
九州中学記録(KR)              1m72     島内　朋美(佐　賀・昭　栄)            1995 8月7日 10:00 決　勝

決　勝　

ｺｶﾞ ﾊﾅ 福岡 － ○ ○ ○ ○ × × ×

1 16 121 古賀　羽菜(2) 福間 1m55
ﾅｶﾔﾏ ｱﾔﾈ 鹿児島 － ○ ○ ○ × ○ × × ×

2 12 719 中山　綾音(2) 種子島 1m55
ﾆｼｿﾞﾉ ﾏｵ 鹿児島 － － ○ × × ○ × × ○ × × ×

3 11 720 西園　麻央(3) 阿久根 1m55
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾊﾙｺ 長崎 ○ ○ × ○ ○ × × ×

4 4 308 藤原　華瑠子(3) 丸尾 1m50
ｿﾉﾀﾞ ｲｵﾘ 宮崎 ○ ○ ○ × ○ × × ×

5 10 618 園田　伊織(3) 細野 1m50
ﾎｱｷ ﾘﾝ 大分 － ○ ○ × × ○ × × ×

6 8 518 帆秋　凛(3) 稙田南 1m50
ﾀｹﾓﾄ ﾋﾅｺ 大分 ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

7 7 519 竹元　日奈子(3) 青山 1m50
ｶﾜﾈ ﾕｲｶ 沖縄 ○ × × ○ ○ × × ○ × × ×

8 14 820 川根　結香(3) 下地 1m50
ﾖﾈﾀﾞ ﾅﾅﾐ 佐賀 ○ ○ × ○ × × ×

9 2 221 米田　七海(3) 小城 1m45
ﾅｶｼﾏ ﾐｸ 福岡 × ○ ○ × × ○ × × ×

10 15 122 中島　実育(3) 沼 1m45
ｸﾛｾ ｱｵｲ 長崎 ○ ○ × × ×

11 3 326 黒瀬　葵(3) 長崎大附属 1m40
ｲｼｲ ﾕｳﾅ 熊本 ○ ○ × × ×

11 5 420 石井　優奈(3) 鶴城 1m40
ｷﾝｼﾞｮｳ ﾚｲﾘ 沖縄 × × ○ × × ○ × × ×

13 13 813 金城　麗璃(2) うんな 1m40
ﾆｲﾎﾞ ｶｽﾐ 宮崎 × ○ × × ×

14 9 619 新穂　佳純(3) 中郷 1m35
ｻｶｲ ﾖｼﾉ 佐賀 × × ○ × × ×

15 1 222 酒井　愛乃(3) 鳥栖 1m35
ﾀﾃﾊﾗ ﾃｨｱﾗ 熊本 × × ×

6 419 立原　ティアラ(3) ルーテル NM

ｺﾒﾝﾄ
1m40 1m45 1m50 1m55 1m58

記録順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m35

凡例  NM:記録なし



共通女子走幅跳
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)                  5m83     松田　晏奈(長　崎・長崎日大)          2021
日本中学記録(JH)              6m02     藤山　有希(神奈川・足柄台)            2016
九州中学記録(KR)              5m90     山下　博子(福　岡・添　田)            1966 8月6日 12:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ 長崎 × 5m04 5m20 5m20 8 × 5m10 5m45 5m45
1 6 324 本多　和佳(3) 長崎大附属 -0.4 +0.1 +0.1 +0.3 +1.4 +1.4

ﾎﾘﾉｳﾁ ｼﾉ 宮崎 5m19 5m09 4m99 5m19 6 5m39 5m15 5m10 5m39
2 12 620 堀之内　詩乃(3) 西 -0.4 -0.2 -0.2 -0.4 0.0 0.0 +1.3 0.0

ｶﾈﾏﾙ ｱｺ 鹿児島 5m20 4m89 × 5m20 7 5m27 5m13 5m16 5m27
3 14 721 金丸　亜湖(3) 高尾野 -0.2 -1.0 -0.2 -0.1 0.0 +1.5 -0.1

ﾌｼﾞﾀ ｻｴ 福岡 5m17 4m90 4m95 5m17 5 5m24 5m22 4m99 5m24
4 2 123 藤田　紗英(3) 中村学園女子 +0.2 -0.2 -0.2 +0.2 -0.1 +0.2 +0.1 -0.1

ﾎﾘｶﾜ ﾅﾂｷ 熊本 4m93 4m66 5m11 5m11 4 4m98 5m10 × 5m11
5 8 421 堀川　夏来(2) 倉岳 -0.5 -0.3 +0.1 +0.1 0.0 +0.2 +0.1

ｻｲｶﾜ ﾋｳﾅ 佐賀 × 4m93 × 4m93 3 × 3m99 5m11 5m11
6 4 223 才川　陽海(3) 鍋島 -0.5 -0.5 +0.5 +0.2 +0.2

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏｲ 福岡 × 4m85 4m92 4m92 1 4m99 × × 4m99
7 1 124 濱口　舞(3) 中村学園女子 -0.4 -0.4 -0.4 +0.1 +0.1

ﾂﾈﾏﾂ ﾊﾙ 熊本 4m89 4m74 4m92 4m92 2 4m78 × 4m83 4m92
8 7 422 恒松　晴(2) 益城 -0.3 -0.9 +0.2 +0.2 0.0 +0.3 +0.2

ｱｵｷ ﾐｵ 鹿児島 4m89 × 4m90 4m90 4m90
9 13 722 青木　美緒(3) 城西 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1

ｲｹﾀﾞ ﾐｵﾝ 佐賀 4m86 × 4m49 4m86 4m86
10 3 224 池田　心音(3) 唐津一 +0.1 -0.3 +0.1 +0.1

ﾏﾂﾑﾗ ﾕﾒｶ 宮崎 × × 4m85 4m85 4m85
11 11 621 松村　夢花(3) 南 -0.2 -0.2 -0.2

ﾋﾗｺ ﾐｻｷ 長崎 4m81 4m67 4m31 4m81 4m81
12 5 305 平子　海咲(3) 喜々津 0.0 -0.4 0.0 0.0 0.0

ｼﾏｽｴ ﾕｲﾈ 大分 4m65 3m77 4m77 4m77 4m77
13 10 520 嶋末　結心(3) 三重 0.0 -0.6 0.0 0.0 0.0

ﾄｳﾔﾏ ﾋﾅﾀ 沖縄 4m73 4m53 4m01 4m73 4m73
14 16 821 当山　陽向(3) 船浦 -0.2 -0.6 0.0 -0.2 -0.2

ｼﾓｼﾞ ﾅｺ 沖縄 4m22 4m23 4m21 4m23 4m23
15 15 822 下地　南子(2) 大宮 -0.1 -0.8 0.0 -0.8 -0.8

ｵﾉ ﾓｱ 大分 × × ×
9 505 小野　萌杏(2) 鶴谷 NM

凡例  NM:記録なし



共通女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：
記録主任：

大会記録(GR)                 14m81     管　さくら(大　分・東　雲)            2019
日本中学記録(JH)             17m45     奥山　琴未(岡　山・上　道)            2019
九州中学記録(KR)             16m16     林　香代子(熊　本・長　洲)            1967 8月6日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋｶﾞｼ ｶﾚﾝ 福岡

1 14 125 東　かれん(3) 八女学院 12m48 13m10 12m05 13m10 8 12m93 12m42 12m81 13m10
ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾊﾙ 鹿児島

2 10 723 松元　美春(3) 大川内 × 11m46 × 11m46 4 9m30 12m24 12m81 12m81
ﾊﾏﾀﾞ ﾘｺ 福岡

3 13 126 濵田　莉子(3) 和白 11m33 11m06 11m70 11m70 7 11m07 11m68 11m57 11m70
ﾂﾎﾞﾀ ﾁｶｺ 長崎

4 1 312 坪田　千賀子(3) 国見 11m05 11m36 11m56 11m56 6 11m47 11m59 × 11m59
ｱﾋﾞﾙ ﾐｺﾄ 長崎

5 2 310 阿比留　心琴(3) 豊玉 11m21 9m70 11m46 11m46 5 9m92 11m08 10m45 11m46
ﾔﾏｵｶ ﾅﾅﾐ 宮崎

6 8 622 山岡　南波(3) 木花 11m45 11m24 10m58 11m45 3 × 11m20 10m80 11m45
ｵｸﾑﾗ ｱｲﾗ 大分

7 6 521 奥村　愛良(2) 東雲 10m30 10m63 10m90 10m90 2 9m58 10m30 10m76 10m90
ｲｹﾀﾞ ｽﾐﾚ 大分

8 5 522 池田　すみれ(2) 東雲 10m87 10m39 10m25 10m87 1 10m26 10m21 10m45 10m87
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾕﾐ 熊本

9 4 423 山田　あゆ美(3) 本渡 10m19 10m75 9m71 10m75 10m75
ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｼﾝｶ 沖縄

10 12 823 島袋　心海(3) 伊江 10m11 9m99 10m24 10m24 10m24
ｳﾁﾀﾞ ﾅﾅﾐ 佐賀

11 16 225 内田　奈々美(3) 川副 9m69 × 10m11 10m11 10m11
ﾔﾏｼﾀ ﾏﾘﾅ 宮崎

12 7 623 山下　まりな(3) 小林 7m51 9m81 10m09 10m09 10m09
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ 熊本

13 3 424 山本　真緒(3) 人吉第三 9m27 9m76 9m49 9m76 9m76
ﾄｸﾏﾂ ﾕｱﾗ 沖縄

14 11 824 德松　結愛(2) 松城 × 9m32 9m23 9m32 9m32
ｻｲﾄｳ ﾚｲﾗ 鹿児島

15 9 724 齊藤　礼羅(2) 伊集院 9m31 8m94 8m97 9m31 9m31
ｶﾓﾊﾗ ｱﾔﾅ 佐賀

16 15 226 蒲原　彩七(3) 昭栄 9m00 9m20 9m05 9m20 9m20


