
１．はじめに 
今年度は、昨年度に引き続き、栗山良次先生(三養基高等学校長)に本専門部部長をお

引き受け頂きました。また、新たに中尾暢介先生(伊万里農林高校)が加わり、陸上競技
の基本である「走」「跳」「投」すべての専門家が揃いました。本年度も佐賀陸上競技協
会に競技運営面、また選手の競技力向上にご協力を頂きました。この場を借りてお礼を
申し上げます。 

 
２．今年度を振り返って 

 本年度の全国高校総体北九州地区予選会(福岡)では男子８００ｍで古川凌雅(伊万里
高校 3 年)が 1’52”50 で優勝。男子３０００ｍＳＣで森智哉(鳥栖工業高校 3 年)が
9’19”09 で優勝。総合成績で鳥栖工業高校が 2２点を獲得し、総合 4 位(トラック総合３
位)に入賞しました。女子では、女子 400mH で今村梨花(鹿島高校２年)が 1’00”80 で
優勝。今村は女子 400m で 56”15 で３位、100mH で 14”60 で５位に入賞し、３種目で
全国高校総体への出場権を獲得しました。女子砲丸投げでは中村真奈美(佐賀北高校 3
年)が 13m13cm(佐賀県高校新記録)で優勝。女子 4×400mR で佐賀北高校(山田笑実２
年・古川砂耶３年・加茂明華 2 年・内田さくら 3 年)が 3’47”66 で優勝。女子総合成績
で佐賀北高校が総合５位(トラック総合 4 位)に入賞しました。年度当初の目標であった
「北九州地区予選会で７種目の優勝」を下回り個人５種目の優勝に留まりました。また、
男子９種目(のべ１３名)、女子９種目(のべ１２名)の入賞を果たし、全国総体に出場す
ることができました。 
全国総体では佐賀北高校(内田さくら３年・古川砂椰３年・白石実里３年・加茂明華

２年)の４✕400mR が 3’49”52 で見事５位入賞を果たしました。そのほかにも佐賀北高
校３年の中村真奈美が女子砲丸投と白石高校２年の平駿介が決勝に進出したものの、
あと一歩で入賞を逃しました。また、平駿介は８月の２７日に行われた全国高等学校陸
上競技選抜大会の男子１００００ｍで 29’55”04 で 3 位に入賞し、初の全国入賞を果た
しました。 
昨年度より全国大会出場者が減少し、且つその出場者のほとんどが 3 年生と言う現

状があり、これからの競技力向上に努めなければならないと考えています。今後も引き
続き、全国大会での入賞を目指し、様々な競技力向上事業を展開していきます。 

 
３．最後に 

来年度以降は、競技力向上はもちろん、佐賀国体に向けてのタレント確保など、課題
は山積みです。来年度も佐賀陸上競技協会、佐賀県体育協会、佐賀県高等学校体育連盟
事務局のサポートを頂き、専門部が一丸となって頑張っていきたいと思います。2020
年に東京オリンピックが開催されますが佐賀県から日本代表選手が出てくれるように
高校生アスリートの部活動環境を支えていきたいと思います。 
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 6/3 池上　　　翔 (2) 10.85/-0.9

龍谷

山下　龍太郎 (3) 10.96/-0.9

鳥工　　　準10.92(+0.3)

満岡　　翔太 (3) 10.97/-0.9

多久

錦織　　真寛 (3) 11.00/-0.9

佐北

八並　　航大 (3) 11.03/-0.9

龍谷

中倉　　良真 (3) 11.05/-0.9

多久

堤　　　紘熙 (3) 11.09/-0.9

佐工　　　準11.08(-1.5)

田中　　天盛 (3) 11.42/-0.9

鳥工　　　予11.15(-1.6)

２００ｍ 6/5 山下　龍太郎 (3) 22.00/-0.8

鳥工　　　準21.98(+0.4)

中倉　　良真 (3) 22.22/-0.8

多久　　　準22.14(+0.7)

香月　　翔太 (2) 22.39/-0.8

佐西

堤　　　紘熙 (3) 22.46/-0.8

佐工　　　準22.24(+0.7)

朝長　　勘介 (1) 22.53/-0.8

佐工　　　準22.24(+0.4)

林　　　裕之 (3) 22.59/-0.8

早稲田　　　準22.31(+0.1)

錦織　　真寛 (3) 22.60/-0.8

佐北　　　準22.31(+0.7)

池上　　　翔 (2) 22.61/-0.8

龍谷　　　準22.36(+0.4)

４００ｍ 6/2 古川　　凌雅 (3) 49.76

伊万里

大川内　　悠 (3) 50.52

致遠館

山口　　峻矢 (3) 50.60

伊万里

楢﨑　　源太 (3) 50.88

唐東

中川　　翔斗 (2) 51.00

鳥工

橋本　　大河 (3) 51.19

早稲田　　　準51.16

山下　　諒祐 (2) 51.30

早稲田　　　準51.07

久富　　浩人 (2) 52.87

佐西　　　準51.78

８００ｍ 6/4 古川　　凌雅 (3)  1:55.24

伊万里

堀田　　侑冶 (3)  1:57.56

敬徳

髙瀨　　　桂 (2)  1:57.86

鳥工

大川内　　悠 (3)  1:58.02

致遠館

三俣　　友作 (3)  1:58.03

鳥工

楢﨑　　源太 (3)  1:58.29

唐東

奥田　　祥弥 (1)  1:59.94

鳥工　　　準1:59.27

小嶋　　脩友 (3)  2:05.45

敬徳　　　予2:01.49

１５００ｍ 6/2 三俣　　友作 (3)  4:00.25

鳥工

平　　　駿介 (2)  4:01.14

白石

髙瀨　　　桂 (2)  4:01.62

鳥工

牧瀬　　圭斗 (3)  4:02.46

白石

西山　　昌邦 (3)  4:02.58

鳥工

松本　　叶夢 (3)  4:07.55

唐工

手島　　蓮太 (1)  4:14.12

白石

川原　　唯飛 (2)  4:15.38

佐北

５０００ｍ 6/4 森　　　智哉 (3) 14:49.32

鳥工

牧瀬　　圭斗 (3) 14:51.16

白石

戸髙　　健斗 (3) 14:57.83

鳥工

西久保　　遼 (2) 15:02.46

鳥工

平　　　駿介 (2) 15:31.27

白石

緒方　　恭輔 (2) 15:32.81

武雄

山﨑　晃志郎 (3) 15:40.41

唐工

中村　　哲汰 (2) 16:06.90

唐工

１１０ｍＨ

(1.067m)

6/5 永尾　　大樹 (3) 15.61/-1.4

敬徳

三好　　正洋 (3) 15.70/-1.4

佐工

紀伊　　雄大 (3) 15.85/-1.4

鹿島　　　予15.78(-1.5)

髙木　　渓晶 (2) 15.97/-1.4

佐工

岩野　　宗汰 (3) 16.36/-1.4

伊万里

香月　　翔太 (2) 16.53/-1.4

佐西

佐藤　晃太朗 (3) 16.74/-1.4

鳥工　　　予16.53(+0.3)

古澤　　海人 (1) 17.85/-1.4

鳥工　　　予16.84(-0.6)

４００ｍＨ

(0.914m)

6/3 三好　　正洋 (3) 54.05

佐工

小泉　　徹幸 (3) 54.99

早稲田

山下　　諒祐 (2) 55.02

早稲田

山口　　峻矢 (3) 55.67

伊万里

永倉　　　成 (3) 56.02

多久

紀伊　　雄大 (3) 56.47

鹿島

岩野　　宗汰 (3) 56.47

伊万里

牧瀬　　宏陽 (2) 56.75

敬徳

３０００ｍＳＣ

(914mm)

6/5 西久保　　遼 (2)  9:18.15

鳥工

森　　　智哉 (3)  9:25.66

鳥工

中野　　駿斗 (3)  9:40.09

鳥工

山﨑　晃志郎 (3)  9:42.13

唐工

袈裟丸　修也 (2)  9:42.21

唐工

小島　　賢太 (3)  9:52.31

白石

手島　　蓮太 (1) 10:04.80

白石

竹宮　　鉄平 (1) 10:04.84

白石

５０００ｍＷ 6/2 森　　光太朗 (3) 22:48.03

鳥工

村上　　滉典 (3) 22:53.95

鳥工

前田　未知也 (2) 24:00.54

鳥工

田中　　恒輝 (2) 28:08.88

伊商

大宅　　雅巳 (3) 28:37.90

敬徳

４×１００ｍ 6/3 多　久 42.07

池田　穣太郎 (3)　　予42.04

満岡　　翔太 (3)

永倉　　　成 (3)

中倉　　良真 (3)

佐　工 42.36

中山　　　聡 (1)

堤　　　紘熙 (3)

三好　　正洋 (3)

朝長　　勘介 (1)

早稲佐 42.68

小泉　　徹幸 (3)　　予42.55

林　　　裕之 (3)

千鳥　　晃輝 (1)

橋本　　大河 (3)

佐　北 42.84

小林　　　拓 (3)

錦織　　真寛 (3)

大舘　　健人 (1)

原口　　太一 (2)

龍　谷 42.86

前田　　佑樹 (2)　　予42.56

八並　　航大 (3)

平川　　　恭 (2)

池上　　　翔 (2)

小　城 43.14

岡　　　譲二 (3)　　予42.91

南　　　龍治 (3)

飯盛　　徳興 (3)

駒井　　快成 (3)

鳥　栖 43.63

押川　　和貴 (3)　　予43.34

浦　　　陸人 (2)

大曲　　晴也 (3)

松尾　爽太郎 (3)

伊万里 43.78

岸川　　大和 (3)

山口　　峻矢 (3)

山口　　竜矢 (2)

岩野　　宗汰 (3)

４×４００ｍ 6/5 早稲佐  3:18.34

山下　　諒祐 (2)

林　　　裕之 (3)

小泉　　徹幸 (3)

橋本　　大河 (3)

伊万里  3:19.62

岩野　　宗汰 (3)

古川　　凌雅 (3)

山口　　竜矢 (2)

山口　　峻矢 (3)

敬　徳  3:20.36

牧瀬　　宏陽 (2)

堀田　　侑冶 (3)

小嶋　　脩友 (3)

永尾　　大樹 (3)

鳥　工  3:22.33

田上　　勝斗 (2)

瀬戸口　竜二 (3)

狩野　　了輔 (2)

中川　　翔斗 (2)

鳥　栖  3:23.26

内田　　匠哉 (2)

古賀　　大地 (2)

生野　　龍海 (1)

松尾　爽太郎 (3)

佐　北  3:24.93

松永　　海斗 (3)

錦織　　真寛 (3)

大舘　　健人 (1)

原　　　直輝 (2)

致遠館  3:26.56

副島　　大雅 (3)

大川内　　悠 (3)

草野　　拓海 (2)

髙取　　草太 (3)

唐　東  3:27.54

大河内　拓登 (2)　　　予3:25.99

林　　　克紀 (2)

榎　　　唆正 (2)

楢﨑　　源太 (3)

走高跳 6/4 光武　　　剛 (2) 1m94

佐工

荒木　　海人 (2) 1m91

龍谷

佐々木　拓朗 (2) 1m88

龍谷

深野　　貴大 (3) 1m80

鳥工

髙橋　　祐介 (3) 1m75

鳥栖

黒田　　大輝 (2) 1m75

鳥工

野中　　彰人 (3) 清和 1m70

岸川　　滉斗 (3) 佐工

棒高跳 6/3 川原　　直也 (3) 4m30

佐工

堤　　　流佳 (3) 4m20

唐南

小渕　　仁也 (2) 4m10

佐工

島﨑　　悠太 (2) 3m80

小城

大坪　　青空 (3) 3m80

清明

岩本　　柊斗 (3) 3m50

清明

山田　　康太 (2) 3m40

清明

副島　　拓巳 (3) 3m40

佐工

走幅跳 6/2 林　　　裕之 (3)   7m07/+5.2

早稲田　　　公認：6m65(+1.9)

松尾　爽太郎 (3)   6m89/+3.3

鳥栖　　　公認なし

太田　　匠哉 (3)   6m82/+4.6

佐西　　　公認：6m31(+1.9)

荒木　　海人 (2)   6m79/+4.0

龍谷　　　公認なし

小林　　　拓 (3)   6m79/+5.3

佐北　　　公認なし

堤　　　紘熙 (3)   6m73/+2.6

佐工　　　公認なし

堤　　　友希 (1)   6m63/+4.3

鳥工　　　公認：6m60(+1.9)

小柳　　拓実 (2)   6m61/+4.4

佐東　　　公認：6m46(+1.9)

三段跳 6/5 荒木　　海人 (2)  13m84/+2.2

龍谷

秋冨　　鴻太 (2)  13m82/+1.1

佐工

沓掛　　拓哉 (3)  13m50/+0.7

佐工

太田　　匠哉 (3)  13m49/-1.5

佐西

筒井　　寛万 (3)  13m36/+2.2

鳥工　　　公認13m12(-0.2)

黒田　　　光 (3)  13m24/+0.8

清和

吉牟田　　誠 (2)  13m08/-0.4

敬徳

草野　　拓海 (2)  13m04/-0.9

致遠館

砲丸投

(6.000kg)

6/2 渡辺　　斗夢 (3)  12m14

佐学園

江頭　　海斗 (2)  11m87

鳥工

福岡　　　光 (2)  11m59

鳥商

石井　　涼雅 (2)  11m52

牛津

森戸　　大地 (2)  11m42

伊万里

青木　　俊輔 (2)  11m21

唐青翔

西牟田　健史 (3)  10m82

鳥栖

中川　眞太郎 (3)  10m54

唐南

円盤投

(1.750kg)

6/5 内田　壮一郎 (3)  38m09

致遠館

森戸　　大地 (2)  36m19

伊万里

石井　　涼雅 (2)  33m20

牛津

梅村　　隆一 (3)  33m19

伊商

大橋　　海斗 (2)  30m90

杵商

武藤　　亮佑 (3)  30m73

佐北

石﨑　　寛陸 (3)  30m47

伊万里

松隈　　智也 (2)  30m07

佐工

ハンマー投

(6.000kg)

6/3 中川　眞太郎 (3)  41m22

唐南

福田　　善和 (2)  40m86

佐工

青木　　俊輔 (2)  39m94

唐青翔

三塩　　翔伍 (3)  39m11

伊農

石井　　涼雅 (2)  38m63

牛津

秋庭　　　澪 (3)  38m57

佐工

脇山　　伊織 (2)  36m21

唐南

坂井　　康生 (2)  30m53

杵商

やり投

(0.800kg)

6/4 渡辺　　斗夢 (3)  54m10

佐学園

井谷　　京登 (2)  51m28

佐学園

三塩　　翔伍 (3)  49m61

伊農

西村　　健司 (3)  49m21

北陵

大瀬良　　力 (2)  49m11

敬徳

富山　　　開 (1)  48m98

早稲田

井久保　　和 (3)  48m58

唐東

三原　　伊織 (3)  48m43

清和

八種競技

100m-走幅跳-砲丸投-400m

110mH-やり投-走高跳-1500m

6/2
6/3

坂口　　広世 (3)  4518

*C1 *C3清和

11.16/+2.7-5m42/+5.7-8m33-52.72

16.50/+0.0-35m30-1m60-4:47.66

公認最高 4458点 走幅跳 5m12/+2.9(405)

中村　　圭汰 (3)  4176

*C1 *C2鳥工

11.70/+2.7-5m88/+5.2-8m25-54.58

17.65/-0.2-42m39-1m50-5:13.74

公認最高 4111点 走幅跳 5m57/+3.1(496)

西山　　晴通 (3)  4105

*C1伊万里

11.46/+4.0-5m62/+3.4-8m14-53.71

19.95/-0.2-41m02-1m45-4:45.00

金丸　　隆二 (3)  3947

*C1 *C2嬉野

12.30/+2.7-5m13/+5.2-8m49-54.26

19.30/-1.5-37m66-1m45-4:28.32

公認最高 3944点 走幅跳 5m11/+2.9(404)

佐藤　　凱彦 (3)  3846

鳥工

11.96/+4.0-5m60/+3.3-8m13-54.43

20.89/-1.5-32m44-1m60-4:51.55

山下　　修聖 (1)  3793

*C1 *C3敬徳

11.32/+4.0-5m17/+4.3-7m03-57.41

16.90/-1.5-28m99-1m40-5:04.41

公認最高 3780点 走幅跳 5m10/+3.2(402)

田上　　千真 (3)  3688

*C1鳥栖

11.63/+4.0-5m48/+6.1-7m10-54.35

21.05/-0.2-32m86-1m50-5:02.02

西山　　主浩 (2)  3593

*C1鳥工

11.33/+4.2-5m89/+4.0-8m53-57.22

25.03/+0.0-44m72-1m65-6:02.82

男子総合得点 鳥　工 95点 佐　工 56点 伊万里 37点 早稲田 28点 龍　谷 28点 敬　徳 20点 多　久 18点 佐学園 17点

男子トラック得点 鳥　工 77点 伊万里 26点 佐　工 24点 早稲田 21点 多　久 18点 敬　徳 17点 白　石 16点 龍　谷 10点

男子フィールド得点 佐　工 32点 龍　谷 18点 佐学園 17点 唐　南 11点 鳥　工 11点 牛　津 9点 早稲田 7点 鳥　栖 7点

伊万里

男子混成得点 鳥　工 7点 清　和 6点 伊万里 4点 嬉　野 3点 敬　徳 1点

男子

都道府県内の予選会校数、人数

　参加校数　：　　　４３校

　参加人数　：　　６１５名

凡例（*C3:走幅跳サードで公認/ *C2:走幅跳セカンドで公認/ *C1:追風参考(得点非公認)）



　　　平成29年度　全国高等学校総合体育大会　秩父宮賜杯　第70回　全国高等学校陸上競技対校選手権大会 1741604 

　都 道 府 県 予 選 会 成 績 表
 都道府県名：佐賀

佐賀県総合運動場 陸上競技場　　　2017年6月2日(金)～5日(月) 411010

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 6/3 古川　　砂椰 (3) 12.17/-2.0

佐北

本山　　智菜 (3) 12.50/-2.0

唐東　　　予12.43(+1.6)

白石　　実里 (3) 12.60/-2.0

佐北

野口　あゆみ (3) 12.69/-2.0

伊万里

竹内　　栞里 (2) 12.73/-2.0

佐北

本山　　陽菜 (3) 12.92/-2.0

唐東　　　準12.78(-0.2)

岩永　　麻里 (3) 13.09/-2.0

白石　　　準13.04(-1.3)

川浪　穂乃花 (3) 13.27/-2.0

佐商　　　準13.05(-0.2)

２００ｍ 6/5 古川　　砂椰 (3) 24.46/+0.0

佐北

白石　　実里 (3) 25.27/+0.0

佐北

野口　あゆみ (3) 25.76/+0.0

伊万里

内田　さくら (3) 25.79/+0.0

佐北

本山　　陽菜 (3) 25.93/+0.0

唐東

前田　　朋花 (3) 26.06/+0.0

伊万里

草場　　葉月 (3) 26.09/+0.0

武雄

小林　　芽生 (2) 26.86/+0.0

佐西

４００ｍ 6/2 今村　　莉花 (2) 57.19

鹿島

大川　なずな (2) 57.79

清和

草場　　葉月 (3) 58.13

武雄

前田　　朋花 (3) 58.57

伊万里

内田　さくら (3) 59.74

佐北　　　準59.35

中尾　　真依 (2) 59.79

伊商

福田　　愛紗 (1)  1:00.07

清和　　　予1:00.00

笠　　　志帆 (3)  1:01.12

佐西

８００ｍ 6/4 田中　　佑香 (3)  2:15.74

鳥工

中尾　　真依 (2)  2:18.59

伊商

池田　　佳奈 (1)  2:19.79

佐北

西川　　　優 (3)  2:19.95

三養基

山下　　花音 (1)  2:20.41

清和

水落　　海里 (2)  2:20.74

鳥栖

栗田　　希望 (3)  2:23.21

鳥工

中ノ原　　萌 (2)  2:30.76

鳥商　　　予2:24.51

１５００ｍ 6/2 田中　　佑香 (3)  4:42.59

鳥工

栗田　　希望 (3)  4:46.68

鳥工

大久保　麻紀 (3)  4:48.64

清和

山下　　　藍 (1)  4:49.93

清和

宮嵜　　由佳 (3)  4:50.06

鳥栖

松本　陽向子 (3)  4:53.08

伊万里

山口　　　遥 (1)  4:57.85

清和

高祖　なつみ (3)  4:57.86

鹿実

３０００ｍ 6/5 田中　　佑香 (3)  9:52.72

鳥工

大久保　麻紀 (3)  9:57.81

清和

笠原　　亜衣 (3) 10:11.12

北陵

山口　　　遥 (1) 10:13.41

清和

大久保　菜々 (2) 10:16.12

清和

宮嵜　　由佳 (3) 10:16.59

鳥栖

松本　陽向子 (3) 10:23.51

伊万里

栗田　　希望 (3) 10:24.67

鳥工

１００ｍＨ

(0.840m)

6/5 今村　　莉花 (2) 14.76/-2.3

鹿島

貝野　ひかる (3) 15.25/-2.3

佐北

田中　　　碧 (2) 15.98/-2.3

龍谷　　　予15.73(+0.9)

溝上　　乃愛 (2) 16.39/-2.3

龍谷　　　予16.27(+0.0)

中島　　彩絵 (3) 16.49/-2.3

伊万里

光山　　朋華 (2) 16.59/-2.3

致遠館　　　予16.50(+0.9)

笠　　　彩乃 (1) 17.21/-2.3

清和　　　予17.11(-0.7)

吉村　　詩音 (1) 17.34/-2.3

佐商　　　予16.90(+0.9)

４００ｍＨ

(0.762m)

6/3 今村　　莉花 (2)  1:03.50

鹿島

大川　なずな (2)  1:04.33

清和

吉村　　渚紗 (2)  1:04.49

清和

貝野　ひかる (3)  1:05.04

佐北

中島　　彩絵 (3)  1:07.46

伊万里

樋口　　夏美 (2)  1:07.77

佐北　　　予1:06.05

大坪　　美音 (3)  1:08.34

致遠館

渋谷　　咲季 (3)  1:08.50

佐商　　　予1:08.32

５０００ｍＷ 6/2 渡辺　　夕奈 (2) 24:11.61

NGR清和

古賀　　稚菜 (3) 24:52.30

NGR清和

吉村　　円香 (3) 27:08.47

唐東

田島　七夕子 (3) 28:48.75

佐商

田中　　千陽 (3) 31:57.47

清和

副島　　李沙 (3) 32:31.88

佐商

４×１００ｍ 6/3 佐　北 47.94

竹内　　栞里 (2)

古川　　砂椰 (3)

内田　さくら (3)

山田　　笑実 (2)

伊万里 49.37

貞方　望紀慧 (2)

野口　あゆみ (3)

中島　　彩絵 (3)

前田　　朋花 (3)

佐　商 49.86

池田　　愛果 (2)

川浪　穂乃花 (3)

渋谷　　咲季 (3)

光武　　沙恵 (2)

武　雄 50.01

田﨑　　舞子 (2)

草場　　葉月 (3)

相良　　　凜 (3)

山口　　夢乃 (1)

清　和 50.41

出　　佳奈子 (2)

下村　　実可 (2)

宮谷　安依莉 (3)

大川　なずな (2)

龍　谷 50.42

澤浦　　桃花 (3)

八並　　華捺 (1)

久保　舞郁奈 (2)

田中　　美空 (2)

佐　西 50.93

本田　　祐歌 (2)

小林　　芽生 (2)

笠　　　志帆 (3)

相原　のゆり (2)

唐　東  1:00.58

渡邊　　美空 (2)　　予50.25

本山　　智菜 (3)

中島　　早保 (2)

本山　　陽菜 (3)

４×４００ｍ 6/5 佐　北  3:50.68

樋口　　夏美 (2)

内田　さくら (3)

加茂　　明華 (2)

古川　　砂椰 (3)

清　和  3:57.16

福田　　愛紗 (1)

宮谷　安依莉 (3)

吉村　　渚紗 (2)

大川　なずな (2)

伊万里  3:59.27

中島　　彩絵 (3)

前田　　朋花 (3)

野口　あゆみ (3)

山下　　莉穂 (2)

致遠館  4:03.06

大坪　　美音 (3)

善　　玖留実 (1)

前田　　　鈴 (1)

小池　　春莉 (2)

唐　東  4:04.72

渡邊　　美空 (2)

本山　　智菜 (3)

峰　　　穂果 (2)

本山　　陽菜 (3)

佐　商  4:05.48

川浪　穂乃花 (3)

渋谷　　咲季 (3)

小山　　桃果 (1)

北村　　優花 (2)

佐　西  4:05.84

笠　　　志帆 (3)

相原　のゆり (2)

小林　　芽生 (2)

本田　　祐歌 (2)

鳥　栖  4:12.25

嘉村　真梨弥 (3)　　　予4:09.68

大坪　　優奈 (3)

立石　　萌華 (3)

水落　　海里 (2)

走高跳 6/2 久保　舞郁奈 (2) 1m59

龍谷

光武　　沙恵 (2) 1m53

佐商

中村　明日香 (2) 1m50

龍谷

持田　　真由 (2) 1m50

佐西

梶原　　妃永 (1) 1m50

東明館

田中　　美空 (2) 1m50

龍谷

川口　　弥蘭 (3) 武雄 1m45

大江　　優未 (2) 清和

棒高跳 6/2 峰　　　穂果 (2) 2m95

NPH GR 唐東

山口　　愛未 (3) 2m50

唐南

渡邉　珠里愛 (3) 2m50

伊商

松本　　紗季 (1) 2m30

小城

諸岡　　幸穂 (2) 2m30

唐東

浦川　　楓未 (2) 2m00

唐南

走幅跳 6/4 杉尾　　美空 (3)   5m36/-0.6

龍谷

中村　　美結 (1)   5m12/-0.5

清和

月岡　　　麗 (3)   5m09/-0.5

小城

月岡　　真珠 (1)   5m01/-0.8

佐北

大江　　優未 (2)   4m92/+0.4

清和

岸川　　美琴 (3)   4m89/-1.2

白石

溝上　　乃愛 (2)   4m85/-1.1

龍谷

梅崎　　芹加 (2)   4m83/-0.7

清和

三段跳 6/5 田中　　美空 (2)  11m28/+1.3

GR龍谷

大江　　優未 (2)  10m71/-0.5

清和

月岡　　　麗 (3)  10m64/-0.2

小城

溝上　　乃愛 (2)  10m57/+0.7

龍谷

澤浦　　桃花 (3)  10m52/-1.3

龍谷

小副川　理子 (3)  10m35/+0.1

小城

下尾　　　渚 (2)  10m10/-1.5

唐南

小嶋　万由花 (3)  10m09/-0.2

伊商

砲丸投

(4.000kg)

6/5 中村　真奈美 (3)  13m13

NPH NGR佐北

堤　　ひかり (3)  10m79

清和

江越　　由華 (2)   9m47

清和

井上　ひかり (3)   9m18

佐西

代居　　知華 (2)   9m14

牛津

山口　　凜花 (2)   9m02

清和

岸川　　美琴 (3)   8m62

白石

谷　　眞智子 (1)   8m08

伊万里

円盤投

(1.000kg)

6/3 堤　　ひかり (3)  34m31

清和

中村　真奈美 (3)  32m65

佐北

山口　　凜花 (2)  28m31

清和

岩永　あさみ (3)  27m26

佐女子

宮﨑　　　愛 (3)  26m54

唐東

代居　　知華 (2)  25m95

牛津

谷　　眞智子 (1)  25m40

伊万里

樋渡　　遥香 (2)  25m38

小城

やり投

(0.600kg)

6/2 堤　　ひかり (3)  42m75

清和

中村　真奈美 (3)  40m04

佐北

江越　　由華 (2)  36m49

清和

秋山　　加奈 (3)  35m02

佐商

古舘　　美羽 (2)  34m83

唐東

元村　　有里 (3)  34m79

致遠館

山崎　　有伽 (2)  34m43

龍谷

川原　　　茜 (3)  31m34

鳥商

ハンマー投

(4.000kg)

6/4 生方　　里奈 (3)  37m65

GR佐商

岩永　あさみ (3)  37m03

佐女子

北島　　里菜 (2)  36m91

佐商

杉山　　実夢 (2)  35m69

鳥栖

峯　　りょう (3)  29m64

唐商

宮﨑　　芽唯 (2)  27m53

唐南

岡本　　芙羽 (2)  26m21

唐商

宮﨑　　　愛 (3)  23m17

唐東

七種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m

走幅跳-やり投-800m

6/3
6/4

江越　　由華 (2)  3725

清和

17.01/+0.1-1m25-9m18-27.95/+1.7

4m62/-1.6-36m03-2:36.85

野中　　杏樹 (2)  3486

早稲田

17.96/-0.8-1m25-8m66-28.89/-0.6

4m55/+0.2-36m87-2:39.18

中村　明日香 (2)  3278

龍谷

18.44/+0.1-1m53-5m90-29.62/+1.7

4m66/+1.5-21m69-2:36.33

瀬戸　　結水 (1)  3105

清和

18.25/-0.8-1m53-5m98-28.71/+1.7

4m25/-1.3-17m55-2:43.84

力武　　和泉 (3)  2936

伊万里

17.77/-0.8-1m35-6m21-28.75/+1.7

3m83/-0.2-18m24-2:39.37

井上　ひかり (3)  2638

佐西

19.94/+0.1-1m15-8m73-30.73/-0.6

4m21/-0.9-22m46-2:47.10

犬塚　　桃子 (2)  2628

鳥栖

20.04/+0.1-1m30-5m97-29.34/+1.7

4m61/+0.5-11m47-2:43.48

安武　　遥夏 (1)  2410

龍谷

19.99/-0.8-1m30-5m70-29.42/-0.6

4m30/-1.6-NM-2:42.58

女子総合得点 清　和 104点 佐　北 72点 龍　谷 40点 佐　商 27点 伊万里 27点 唐　東 26点 鳥　工 23点 鹿　島 18点

女子トラック得点 佐　北 53点 清　和 53点 伊万里 25点 鳥　工 23点 鹿　島 18点 唐　東 14点 佐　商 9点 龍　谷 8点

女子フィールド得点 清　和 42点 龍　谷 28点 佐　北 19点 佐　商 18点 唐　東 12点 小　城 12点 佐女子 8点 唐　南 7点

女子混成得点 清　和 9点 早稲田 5点 龍　谷 4点 伊万里 2点 佐　西 1点

女子

都道府県内の予選会校数、人数

　参加校数　：　　　４１校

　参加人数　：　　３４４名

 6月 2日 12:00 晴れ    29℃   35％ 北 0.2m/s

 6月 2日 15:00 晴れ    29℃   35％ 北 4.0m/s

 6月 2日 18:00 晴れ    25℃   76％ 北 4.5m/s

 6月 3日 10:30 晴れ    27℃   32％ 南南東 3.1m/s

 6月 3日 12:00 晴れ    28℃   33％ 南 1.1m/s

 6月 3日 15:00 晴れ    30℃   36％ 北北西 2.3m/s

 6月 3日 17:00 晴れ    28℃   70％ 南南西 3.7m/s

 6月 4日 10:30 晴れ    28℃   33％ 南東 1.0m/s

 6月 4日 12:00 晴れ    28℃   33％ 東南東 3.4m/s

 6月 5日 10:30 曇り    25℃   41％ 東北東 0.2m/s

 6月 5日 12:00 曇り    27℃   32％ 北東 2.3m/s

 6月 5日 14:00 晴れ    29℃   35％ 東北東 3.1m/s

　　

総　　　　　務　　：　北村　　健

トラック審判長　　：　田中　修司

ﾌｨｰﾙﾄﾞ(跳躍)審判長：　池田　博士

ﾌｨｰﾙﾄﾞ(投擲)審判長：　山口　一誠

混　成　審判長　　：　丸小野仁之

記　録　主　任　　：　小城　典隆

　　

凡例（NGR:大会新記録/ NPH:県高校新記録）



平成２９年度全国高等学校総合体育大会 平成２９年６月１５日(木)～６月１８日(日)

地 区 予 選 会 成 績 表 博多の森 陸上競技場 ブロック名  北　九　州
月 風 １ ２ ３ ４ ５ ６
日 力
6

16 -0.6

6

18 +1.4

6

15

6

17

6

15

6

16

6

18 -0.2

6

16

6

18

6

15

6

17

6

18

6

17

6

16

6

15

6

18

6

15

6

18

6

16

6

17

6

15,16

総　  合

ＧＲ 大会新記録

○ 全国大会出場権

招 集 吉 澤 新

投 擲 山 﨑 義 秋
混 成 樋 口 康 夫
ｽ ﾀ ｰ ﾀ ｰ 城 戸 善 弘

％ ｈｐ

良 審 判 長 跳 躍 城 田 尚 一 印
第 ５ 日 １３：００ ｍ

２９.０ ５９ ％ １００３ ｈｐ 晴
晴 良 ﾄ ﾗ ｯ ｸ 大 神 和 彦

第 ４ 日 １３：００ 南西 ２.８ ｍ

ｍ ２８.２ ５７ ％ １００３ ｈｐ

総 務 平 川 収 印
参加人数 ５８８ 名 第 ３ 日 １３：００ 南西 １.１

６０ ％ １００４ ｈｐ 晴 良
印

参加校数 １２５ 校 第 ２ 日 １３：００ 南西 １.３ ｍ ２７.５
１００２ ｈｐ 晴 良 記 録 主 任 山 下 真 一
気 圧 天 候 コンディション 福 岡 陸 上 競 技 協 会

第 １ 日 １３：００ 南 １.０ ｍ
地区予選会の校数・人数

時 現 在 風 向 風 速 気 温 湿 度
２９.５ ４８ ％

長崎明誠･長崎

主 催 者 九 州 高 等 学 校 体 育 連 盟

小倉工･福岡 ３ 点 九産大付九産･福岡 ２ 点 対馬･長崎 １ 点学　校　名 八 種 競 技 ６ 点 誠修･福岡 ５ 点 杵築･大分 ４ 点

福岡第一･福岡 ９ 点 諫早農･長崎 ８ 点 長崎南･長崎ﾌ ｨ ｰ ﾙ ﾄ ﾞ ２７.５ 点 祐誠･福岡 １５ 点 筑紫･福岡 １２ 点 九産大付九産･福岡 ９.５ 点

長崎南山･長崎 １１ 点 大牟田･福岡福岡大附大濠･福岡 ２２ 点 鳥栖工･佐賀 １７ 点 大分東明･大分 １３ 点

九産大付九産･福岡

ﾄ ﾗ ｯ ｸ ２７ 点 東福岡･福岡 ２２ 点

福岡大附大濠･福岡 ２２ 点 鳥栖工･佐賀 １９ 点 筑紫･福岡 １８ 点得　　　点 ３１.５ 点 祐誠･福岡 ２７ 点 東福岡･福岡 ２２ 点

対馬  4682 森　章吾(2) 長崎明誠小倉工  4778 塩澄　一輝(3) 九産大付九産  4768 松村　晃紀(2)

 福岡    長崎    大分    福岡   
八種競技 16

   福岡   

佐伯鶴城  59.04 河野　陽(3) 自由ケ丘青雲  59.50 牟田　太一(3) 久留米商  59.35 疋田　直輝(2)

 5289 藤原　憲志朗(3) 誠修  5217 安部　将人(3) 杵築  4972 寺本　喬祐(2)

 長崎

 福岡    大分    福岡    長崎   
やり投 24

   福岡   

筑紫  46.27 島田　亮佑(3) 九産大付九産若松商  48.02 原野　貴大(3) 筑紫  47.33 平山　尚樹(3)

 64.16 平野　竜矢(2) 祐誠  62.99 鈴木　文人(3) 福岡魁誠  62.71 鐘ヶ江　周(3)

 福岡

 福岡    福岡    長崎    福岡   
ﾊﾝﾏｰ投 22

   福岡   

致遠館  38.67 舟山　昴兵(3) 東筑紫長崎南  39.32 牛込　赳幹(2) 祐誠  38.72 内田　壮一郎(3)

 59.35 小田　航平(3) 飯塚  51.56 白濵　嵩大(3) 上五島  48.79 清水　崇博(3)

 福岡

 福岡    佐賀    福岡    長崎   
円盤投 24

   福岡   

祐誠  14.06 池田　大也(3) 大村工長崎南  14.69 早田　楓真(3) 対馬  14.25 村尾　哲彦(1)

 41.71 馬田　隆一(3) 九産大付九産  41.15 納戸　陽大(3) 八女工  39.60 草野　恒広(2)

 福岡

 長崎    福岡    福岡    長崎   
砲丸投 24

   GR 福岡   

福翔  14.25 福田　巧巳(3) 大分舞鶴諫早農  14.43 淺田　朋来(2) 長崎北陽台  14.37 外村　祐輔(3)

 16.31 中尾　亮太(3) 祐誠  15.02 萩尾　拓海(3) 九産大付九産  14.84 草野　恒広(2)

 長崎

 長崎   +0.5  福岡   +0.7 (14.85 +1.7) 福岡   +0.8  長崎   +1.7
三段跳 24

  +1.7  福岡   +5.1

福岡西陵  6.73 梅﨑　玄太(3) 諫早農筑紫  6.91 二田　義大(2) 諫早  6.84 白井　由樹(3)

 15.25 平野　涼太(3) 筑紫  14.99 相馬　奨之介(3) 福岡第一  14.48 横道　凌(3)

 大分

 長崎   +1.3  福岡   +0.1 (6.93 -1.5) 佐賀   +0.9  福岡   +0.1
走幅跳 24

  -0.3  福岡   +2.7

諫早農  4.30 藤　虎康(2) 戸畑佐賀工  4.40 松崎　央雅(3) 楊志館  4.30 早田　歩武(3)

 7.07 藤内　雄大(3) 修猷館  7.04 林　裕之(3) 早稲田佐賀  7.00 平野　涼太(3)

 長崎

 4.80 椎山　隼(3) 西海学園  4.60 村瀬　駿太(3) 長崎日本大学  4.40 川原　直也(3)

 福岡 大分    長崎    長崎    佐賀   

     福岡   

棒高跳 24
   長崎   

諫早農  1.96 末田　未来(3) 飯塚 1.96 八木　颯太(3) 福岡  1.96 平山　大雅(3)
走高跳 24

 
阿部　龍斗(2)

福岡大附大濠  
八木　颯太(3)

福岡

 2.05 惠藤　太晟(2) 祐誠  2.05 池崎　賢太(3) 福岡第一・福岡

 福岡 福岡    長崎   亀田　瞬(2) 祐誠・福岡

坂口　天城(3) 中野　涼太(3) 神徳　元太(2) 増山　敬記(3)
 

三根　慶友(3)
諫早 

中尾　友祐(2)
長崎北陽台  

野尻　瞬(3)
大分雄城台

24 烏山　恵輔(3) 酒井　章太郎(2) 入江　梓臣(2) 道下　倫成(2) 岩﨑　太志(3) 朝霧　純稀(2)
長崎長崎

 3,16.65

宮村　真史(3)
大分

 3,16.91

二田　義大(2)
福岡

 3,16.17

重久　幸希(3)
福岡

 3,16.39

松竹谷　健斗(3)

花岡　一摩(2) 岩野　圭祐(3)

4x400mR
 3,14.03

多久島　伸吾(3)
福岡

 3,15.85

今泉　堅貴(1)

ﾁｰﾑ
 

坂口　慧(3)
東福岡

池田　龍哉(3) 烏山　恵輔(3) 江口　輝(3) 久保田　拓磨(3) 佐伯　亮汰(1) 大石　大悟(1)
九産大付九産  

川島　俊平(3)
小倉東  (41.46)

山中　淳靖(3)
東福岡  

野田　雄也(1)
福岡大附大濠  

石井　大聖(2)ﾁｰﾑ

福岡

八女工

福岡
 41.67

永松　大弥(3)
福岡

 41.78

榊　翔太(2)

4x100mR
 41.16

前田　拓夢(2)
福岡

 41.31

木下　凜太郎(1)

柳川  23,50.92 村上　滉典(3) 鳥栖工鳥栖工  22,45.44 前田　未知也(2) 鳥栖工  23,05.94 一尾　拓矢(3)

 
西村　乃(2)

自由ケ丘  (41.23)
河野　航大(2)

24 浦山　敦史(3) 山本　未来(2) 塚本　大(2) 三原　幹太(3) 中島　健翔(2)

 佐賀    福岡    GR 福岡    佐賀   

 41.36

阿部　龍斗(2)
福岡

 41.63

前田　椋太(3)

江頭　寛太(3)
福岡

5,000mW 12
   GR 福岡   

長崎南山  9,21.97 麻生　樹(3) 大分東明鳥栖工  9,21.35 小田部　真也(3) 東海大福岡  9,21.70 繁村　和希(3)

 20,23.58 古賀　友太(3) 大牟田  20,44.48 立岩　和大(3) 大牟田  22,44.94 森　光太朗(3)

 佐賀

 福岡    長崎    長崎    佐賀   
3,000mSC 24

   佐賀   

伊万里  53.95 花岡　一摩(2) 東福岡大分雄城台  53.85 後藤　颯汰(2) 五島  53.87 山口　峻矢(3)

 9,18.09 森　智哉(3) 鳥栖工  9,19.70 畠山　流大(3) 長崎北  9,21.19 西久保　遼(2)

 大分

 長崎    佐賀    福岡    大分   
400mH 24

   福岡   

大分  15.09 宮村　真史(3) 大分雄城台祐誠  15.02 横尾　尽志(2) 大村  15.05 渡辺　将人(3)

 52.96 出口　晴翔(1) 東福岡  53.39 野田　啓介(3) 三池  53.49 宮村　真史(3)

 (53.60) 福岡

 長崎    [15.03 -1.0] 大分    長崎    福岡   
110mH 24

   福岡   

福岡大附大濠  14,50.54 林田　洋翔(1) 瓊浦鶴崎工  14,49.64 平　駿介(2) 白石  14,50.44 森　凪也(3)

 14.63 阿部　龍斗(2) 福岡大附大濠  14.85 栄田　竜生(2) 諫早農  14.94 齊藤　崚斗(3)

 大分

 佐賀    福岡    福岡    大分   
5,000m 24

   GR 大分   

鶴崎工  3,55.38 髙瀨　桂(2) 鳥栖工瓊浦  3,55.07 三俣　友作(3) 鳥栖工  3,55.32 小野　知大(3)

 13,56.42 ベヌエル　モゲニ(2) 大分東明  14,23.86 キムンゲ　サイモン(2) 東海大福岡  14,28.52 小野　知大(3)

 長崎

 佐賀    大分    福岡    長崎   
1,500m 25

   大分   

長崎北陽台  1,55.77 北原　隆慎(3) 鹿町工修猷館  1,55.28 堀田　侑冶(3) 敬徳  1,55.59 森　康太朗(2)

 3,48.68 ベヌエル　モゲニ(2) 大分東明  3,54.78 森　凪也(3) 福岡大附大濠  3,54.82 林田　洋翔(1)

 佐賀

 (1,53.89) 佐賀    長崎    (1,53.56) 福岡    福岡   
800m 24

   佐賀   

東福岡  49.16 宮﨑　慎太郎(3) 久留米戸畑  48.86 片山　隼斗(3) 大分豊府  49.15 坂口　慧(3)

 1,52.50 古川　凌雅(3) 伊万里  1,54.51 楢崎　辰登(3) 福岡中央  1,54.90 村田　航輝(1)

 (1,53.74) 長崎

 47.98 松本　朗(3)

 福岡 大分    福岡    福岡    福岡   
400m 24

   長崎   

修猷館  21.81 池田　成諒(1) 島原大分東明  21.73 兒玉　浩明(3) 東筑紫  21.75 藤好　駿太(1)
200m 24

 47.42 松尾　脩平(3) 長崎南山  47.90 坂口　天城(3) 福岡

 21.17 松本　朗(3) 戸畑  21.37 松尾　脩平(3) 長崎南山  21.52 木場　彪実(3)

 長崎 福岡    福岡    長崎    大分      福岡   

   長崎    福岡   福岡    長崎

 10.88 小川　祥真(2) 西海学園  10.89 山本　未来(2) 東福岡 10.87 大石　雄也(2) 筑紫  10.87 河本　啓吾(3) 対馬

氏　　　名 校　　名 記　　録 氏　　　名 校　　名 記　　録

 10.78 烏山　恵輔(3) 東福岡  10.83 池田　成諒(1) 島原

男 子 秩父宮賜杯 第７０回全国高等学校陸上競技対校選手権大会

種　目
参加
人員 記　　録 氏　　　名 校　　名 記　　録

100m 25
   福岡    長崎

氏　　　名 校　　名氏　　　名 校　　名 記　　録 氏　　　名 校　　名 記　　録



平成２９年度全国高等学校総合体育大会 平成２９年６月１５日(木)～６月１８日(日)

地 区 予 選 会 成 績 表 博多の森 陸上競技場 ブロック名  北　九　州
月 風 １ ２ ３ ４ ５ ６
日 力
6

16 -1.0

6

18 -0.6

6

15

6

17

6

15

6

18

6

18 -0.5

6

16

6

15

6

17

6

18

6

15

6

15

6

17

6

18

6

18

6

16

6

17

6

15

6

16,17

GR 大会新記録

EGR 大会タイ記録

○ 全国大会出場権

ｽ ﾀ ｰ ﾀ ｰ 城 戸 善 弘
招 集 吉 澤 新

ｈｐ 投 擲 山 﨑 義 秋
混 成 樋 口 康 夫

印
第 ５ 日 １３：００ ｍ ％

ｈｐ 晴 良 審 判 長 跳 躍 城 田 尚 一
大 神 和 彦

第 ４ 日 １３：００ 南西 ２.８ ｍ ２９.０ ５９ ％ １００３

１００３ ｈｐ 晴 良 ﾄ ﾗ ｯ ｸ南西 １.１ ｍ ２８.２ ５７ ％

晴 良 総 務 平 川 収 印
参加人数 ５０５ 名 第 ３ 日 １３：００

ｍ ２７.５ ６０ ％ １００４ ｈｐ

記 録 主 任 山 下 真 一 印
参加校数 ９８ 校 第 ２ 日 １３：００ 南西 １.３

４８ ％ １００２ ｈｐ 晴 良
天 候 コンディション 福　　　　　　　岡 陸 上 競 技 協 会

第 １ 日 １３：００ 南 １.０ ｍ ２９.５

主 催 者 福　　　岡　　　県 高等学校体育連盟

地区予選会の校数・人数
時 現 在 風 向 風 速 気 温 湿 度 気 圧

４ 点 中村学園女･福岡 ３ 点 長崎南･長崎 ２ 点 佐賀清和･佐賀学　校　名 七種競技 ６ 点 純心女･長崎 ６ 点 福大附属若葉･福岡

８ 点 筑紫･福岡１９.５ 点 大分西･大分 １０ 点 大分雄城台･大分 ９ 点 修猷館･福岡ﾌ ｨ ｰ ﾙ ﾄ ﾞ ２７ 点 中村学園女･福岡 ２５ 点 福大附属若葉･福岡

１３ 点 自由ケ丘･福岡２２ 点 大分雄城台･大分 ２１ 点 佐賀北･佐賀 １７ 点 大分東明･大分ﾄ ﾗ ｯ ｸ ２３ 点 北九州市立･福岡 ２３ 点 筑紫女学園･福岡

２３ 点 北九州市立･福岡３１ 点 福大附属若葉･福岡 ２７.５ 点 大分西･大分 ２７ 点 佐賀北･佐賀得　　　点 総 合 ４３ 点 中村学園女･福岡 ３２ 点 大分雄城台･大分

佐賀清和  3847 河邊　琴音(3) 福大附属若葉中村学園女  4007 荒木　鈴奈(3) 長崎南

 福岡 長崎    佐賀    福岡    福岡   
七種競技 16

   長崎   

若松商  42.35 正路　千夏(3) 福大附属若葉中村学園女  42.98 今村　美里(3) 八幡南  42.63 中村　結香(2)

 3857 江越　由華(2) 4597 佐伯　舞子(1) 純心女  4303 藤井　碧(3) 福大附属若葉  4078 安藤　陽菜(2)

 福岡    福岡    福岡    福岡   
やり投 24

   GR 福岡   

若松商  39.35 秋永　あゆみ(3) 西海学園大分雄城台  43.14 石本　ひかる(3) 筑紫  40.22 森田　楓(3)

 53.78 上田　百寧(3) 中村学園女  46.20 桒原　千賀子(3) 福大附属若葉  44.71 河田　菜緒(2)

 福岡

 福岡    福岡    福岡    大分   
ﾊﾝﾏｰ投 16

   福岡   

福大附属若葉  35.75 小島　ほのか(2) 五島高稜  37.03 小杉　真世(2) 福大附属若葉  36.46 成田　佳津希(2)

 46.08 髙下　愛海(3) 近大福岡  45.35 手島　菜摘(2) 筑紫  45.27 杉本　綾音(3)

 長崎

 福岡    福岡    福岡    福岡   
円盤投 24

   大分   

福大附属若葉  11.67 長尾　莉子(3) 自由ケ丘五島  12.39 尾道　明日菜(3) 自由ケ丘  12.33 成田　佳津希(2)

 41.07 野上　優愛(3) 大分雄城台  38.14 山本　千尋(3) 福大附属若葉  37.41 節丸　花音(3)

 長崎

 福岡    福岡    福岡    長崎   
砲丸投 24

   佐賀   

福岡雙葉  11.49 溝口　怜奈(2) 福大附属若葉純心女  11.55 伊勢　夏(3) 修猷館  11.50 藤浦　凌子(3)

 13.31 中村　真奈美(3) 佐賀北  12.80 上原　日和(3) 中村学園女  12.71 里中　彩華(2)

 福岡

 福岡   -0.1  福岡   +1.2 福岡   +0.6  長崎   +1.1
三段跳 16

  +0.6  大分   -0.6

長崎南  5.64 杉尾　美空(3) 龍谷九産大付九州  5.68 松原　未夢(3) 中村学園女  5.64 白石　莉彩(2)

 12.25 金子　史絵奈(3) 大分西  11.83 東口　ゆう(1) 九産大付九産  11.56 山﨑　百華(2)

 福岡

 福岡   +1.4  長崎   +0.1 大分   +0.9  福岡   +0.9
走幅跳 24

  +1.3  福岡   +1.1

大分西  3.00 永吉　星菜(3) 三井・福岡若松商  3.10 陣内　佳乃(3) 中間  3.10 金子　絵美里(1)

 5.85 藤井　碧(3) 福大附属若葉  5.74 金子　史絵奈(3) 大分西  5.69 伊藤　芽彩(1)

 佐賀

 3.40 乙津　彩乃(2) 大分西  3.30 野村　花倫(3) 戸畑  3.20 木暮　万友美(3)

山本　亜希(2) 大分西・大分 福岡    大分    福岡    福岡   

福岡      福岡   

棒高跳 16
   大分   

福岡雙葉  1.58 佐伯　舞子(1) 純心女中村学園女  1.61 萩山　由衣(2) 佐世保西  1.61 米倉　佳奈美(2)
走高跳 24

 
青木　穂花(1)

筑紫女学園  
大塚　美穂(2)

大分西

 1.67 伊勢　夏(3) 修猷館  1.67 樋口　愛莉(2) 中村学園女  1.64 亀井　麻里(3)

 長崎 長崎    福岡    福岡    

仲道　彩音(3) 森山　奈菜絵(1) 河北　歩実(2) 内田　真倫(3)
 

西村　かいり(2)
高稜 

佐伯　舞子(1)
純心女  

田島　笑花(2)
八幡南

古川　砂椰(3) 田代　唯(2) 吉野　奈子(2) 山﨑　百華(2) 岩見　夏実(3) 中邑　寧々(3)
福岡長崎

 3,52.13

立石　彩紗(3)
福岡

 3,54.59

大崎　涼(3)
福岡

 3,48.60

吉高　夏海(3)
大分

 3,51.22

浦川　奈々枝(3)

内田　さくら(3) 上野　遥香(3)

4x400mR  3,47.66

山田　笑実(2)
佐賀

 3,47.67

堀内　沙耶(3)

24
 

加茂　明華(2)
佐賀北

兒玉　芽生(3) 加茂　明華(2) 原田　菜摘(2) 佐藤　美憂(2) 山﨑　百華(2) 白石　也実(2)
長崎女  

末吉　花帆(3)
純心女  

井上　さつき(2)
佐賀北  

中村　奈々(3)
九州国際大付  

島谷　晴菜(2)24

福岡

九産大付九産

長崎
 47.76

池上　果歩(2)
長崎

 47.83

西本　有佳里(2)

4x100mR
 46.95

田中　志歩(2)
大分

 46.97

竹内　栞里(2)

佐賀清和  25,16.87 古賀　稚菜(3) 佐賀清和北九州市立  24,07.92 山田　侑奈(3) 春日  24,57.92 渡辺　夕奈(2)

 
内田　桐子(3)

大分雄城台  
内田　さくら(3)

加藤　汐織(1) 古川　砂椰(3) 光澤　由華(2) 松竹　美蕗(3) 森山　奈菜絵(1)

 GR 福岡    佐賀    GR 福岡    GR 福岡   

 47.55

小野原　亜純(3)
福岡

 47.68

深井　まどか(3)

木村　安希(3)
佐賀

5,000mW 12
   GR 福岡   

筑前  1,03.23 森山　梨那(3) 九産大付九州筑紫女学園  1,01.75 内田　真倫(3) 高稜  1,02.61 吉津　有葵(3)

 22,19.41 藤井　菜々子(3) 北九州市立  23,56.14 林　奈海(3) 北九州市立  24,06.97 三崎　綺華(3)

 佐賀

 福岡    福岡    福岡    福岡   
400mH 24

   佐賀   

鹿島  14.73 松竹　美蕗(3) 長崎女自由ケ丘  14.58 村上　真凜(3) 中村学園女  14.60 今村　莉花(2)

 1,00.80 今村　莉花(2) 鹿島  1,01.46 北﨑　真琴(3) 自由ケ丘  1,01.50 青木　穂花(1)

 福岡

 [14.57 -0.8] 福岡    [14.44 -0.8] 佐賀    福岡    [14.55 -0.8] 福岡   
100mH 24

   [14.20 -0.6] 福岡   

大分東明  9,21.21 森林　未来(3) 諫早長崎商  9,17.97 菅田　雅香(2) 東海大福岡  9,18.13 宮城　亜支亜(3)

 14.34 濱田　朋佳(3) 筑紫丘  14.54 髙松　奈未(3) 中村学園女  14.57 北﨑　真琴(3)

 [14.51 -0.8] 長崎

 福岡    大分    福岡    長崎   
3,000m 24

   大分   

東海大福岡  4,25.31 柴原　佑紀(3) 長崎南筑紫女学園  4,23.27 宮城　亜支亜(3) 大分東明  4,24.20 菅田　雅香(2)

 9,01.52 マータ　モカヤ(2) 大分東明  9,12.62 御﨑　舞(3) 筑紫女学園  9,15.30 廣中　璃梨佳(2)

 長崎

 大分    福岡    長崎    福岡   
1,500m 24

   GR 大分   

鳥栖工  2,12.72 岩田　紗良(3) 近大福岡自由ケ丘  2,12.12 仲道　彩音(3) 大分西  2,12.33 田中　佑香(3)

 4,16.80 マータ　モカヤ(2) 大分東明  4,22.14 廣中　璃梨佳(2) 長崎商  4,23.08 御﨑　舞(3)

 長崎

 大分    佐賀    福岡    福岡   
800m 24

   福岡   

北九州市立  56.68 仲道　彩音(3) 大分西鹿島  56.54 内田　真倫(3) 高稜  56.55 山口　真実(2)

 2,09.80 山口　真実(2) 北九州市立  2,11.82 辻田　翔子(2) 筑紫女学園  2,12.10 大内　もか(3)

 福岡

 56.15 今村　莉花(2)

 (56.47) 大分 福岡    福岡    福岡    佐賀   
400m 24

   長崎   

八幡南  25.41 内野　菜南子(2) 筑紫大分雄城台  25.20 力丸　佳代(3) 西南学院  25.24 河北　歩実(2)
200m 24

 55.81 森山　奈菜絵(1) 純心女  56.12 力丸　佳代(3) 西南学院

 24.44 兒玉　芽生(3) 大分雄城台  24.79 古川　砂椰(3) 佐賀北  25.12 加藤　汐織(1)

 福岡 福岡    福岡    [24.75 +1.3] 佐賀    大分    GR 大分   

   長崎    大分   [12.31 +0.8] 福岡    福岡

 12.34 渡邊　輝(3) 諫早  12.37 都甲　留愛(3) 大分舞鶴 12.33 スミス　珠理愛(2) 中村学園女  12.34 原田　菜摘(2) 九州国際大付

氏　　　名 校　　名 記　　録 氏　　　名 校　　名 記　　録

 11.87 兒玉　芽生(3) 大分雄城台  12.17 古川　砂椰(3) 佐賀北

女 子 秩父宮賜杯 第７０回全国高等学校陸上競技対校選手権大会

種　目
参加
人員 記　　録 氏　　　名 校　　名 記　　録

100m 24
EGR [GR 11.84 +0.8] 大分    [12.14 +0.4] 佐賀

氏　　　名 校　　名氏　　　名 校　　名 記　　録 氏　　　名 校　　名 記　　録
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