
男 第75回　筑紫区中学校体育連盟　陸上競技大会

期　　日　　令和4年6月11日（土）

陸 協 名　　 総　　務　　吉富　啓太

主催団体　　筑紫区中体連 大会ｺｰﾄﾞ　　 審 判 長　ﾄﾗｯｸ：古賀　常盤　　　ﾌｨｰﾙﾄﾞ：溝田　康彦

競技場名　　小郡陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ　　 記録主任　　廣瀬　楽

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

日付 種目 風速 記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録

6/11 1年100m 橋口 昇平(1) 12.62 中村 拓知(1) 12.70 畑 真人(1) 13.14 吉住 祐輝(1) 13.16 田尻 維吹(1) 13.16 増本 信太(1) 13.17 塩塚 匠馬(1) 13.18 井上 颯真(1) 13.65

筑紫・大野 筑紫・筑紫野 筑紫・春日 筑紫・平野 筑紫・二日市 筑紫・春日南 筑紫・大野 筑紫・学業院 (13.41)0

6/11 2年100m ●大野 崇(2) 11.31 清武　 大地(2) 11.60 南 雄途(2) 11.76 川津 颯甫(2) 11.80 貫 日南汰(2) 11.94 福島 璃士(2) 11.95 河田 遼平(2) 12.06 伊藤 琉碧(2) 12.11

筑紫・春日野 筑紫・筑紫野南 筑紫・春日南 筑紫・平野 筑紫・筑紫野 筑紫・那珂川 筑紫・春日南 筑紫・二日市

6/11 3年100m ●髙良 知寛(3) 11.07 ●山下 学仁(3) 11.11 平道 結人(3) 11.34 上杉　 烈乙(3) 11.35 長戸 健士郎(3) 11.45 赤城 喬介(3) 11.67 木村 大智(3) 11.69 髙橋 誠司(3) 11.84

筑紫・筑紫野 筑紫・平野 筑紫・那珂川 筑紫・筑紫野南 筑紫・那珂川南 筑紫・学業院 筑紫・春日南 筑紫・学業院

6/11 200m 山下 学仁(3) 23.25 杉山 翔真(3) 23.56 平道 結人(3) 23.69 白石 琥雄(3) 23.97 川津 颯甫(2) 24.19 上杉　 烈乙(3) 24.24 南 雄途(2) 24.51 福島 璃士(2) 24.78

筑紫・平野 筑紫・大野 筑紫・那珂川 筑紫・春日南 筑紫・平野 筑紫・筑紫野南 筑紫・春日南 筑紫・那珂川

6/11 800m 今任 琢磨(3) 2.11.34 永井 海凪(3) 2.11.86 西 龍佑馬(3) 2.12.19 脇山 恵太(3) 2.13.02 上野 凌大朗(2) 2.14.62 矢野 淳之介(3) 2.15.16 地内 爽流(2) 2.15.51 清﨑 頌(3) 2.15.60

筑紫・学業院 筑紫・那珂川 筑紫・二日市 筑紫・太宰府東 筑紫・二日市 筑紫・那珂川 筑紫・太宰府東 筑紫・学業院

6/11 1年1500m 庄野 遥人(1) 4.56.31 村田 貢也(1) 5.01.90 主税 隼聖(1) 5.08.91 坂口 竹虎(1) 5.10.43 八坂 翼(1) 5.12.02 西原 蒼士(1) 5.19.62 赤石 真樹(1) 5.23.36 川邉 孝志郎(1) 5.25.72

筑紫・二日市 筑紫・太宰府東 筑紫・二日市 筑紫・平野 筑紫・御陵 筑紫・大野東 筑紫・太宰府東 筑紫・春日南

6/11 2年1500m 佐藤 優(2) 4.31.87 大石　 隼輔(2) 4.33.57 地内 爽流(2) 4.43.55 南 優樹(2) 4.47.00 前迫 樹弥(2) 4.49.05 三木 文平(2) 4.49.42 井上 優空(2) 4.49.70 西嶋 郁(2) 4.50.81

筑紫・二日市 筑紫・筑紫野南 筑紫・太宰府東 筑紫・春日東 筑紫・平野 筑紫・筑山 筑紫・春日西 筑紫・筑山

6/11 3年1500m 後川 知明(3) 4.32.16 今任 琢磨(3) 4.32.80 髙橋 功平(3) 4.34.19 大方 然生(3) 4.38.31 永井 海凪(3) 4.38.66 西 龍佑馬(3) 4.42.88 松永 尚大(3) 4.44.12 脇山 恵太(3) 4.45.25

筑紫・二日市 筑紫・学業院 筑紫・春日東 筑紫・春日 筑紫・那珂川 筑紫・二日市 筑紫・大野東 筑紫・太宰府東

6/11 3000m 佐藤 優(2) 09.38.11 佐田 龍聖(3) 09.38.75 大方 然生(3) 09.38.88 後川 知明(3) 09.38.92 大石　 隼輔(2) 09.44.85 井上 優空(2) 10.10.32 岡田 怜恩(3) 10.14.97 福山 航太郎(2) 10.16.66

筑紫・二日市 筑紫・太宰府東 筑紫・春日 筑紫・二日市 筑紫・筑紫野南 筑紫・春日西 筑紫・太宰府東 筑紫・大野東

6/11 走幅跳 石満 陽(3) 5.83 山口 翔平(3) 5.77 野上 日翔(3) 5.75 佐藤 友光(2) 5.48 関　 優葵(3) 5.33 足立　 匠吾(3) 5.32 村島　 優介(2) 5.30 北郷　 湊太(3) 5.11

筑紫・筑紫野 筑紫・筑山 筑紫・太宰府東 筑紫・平野 筑紫・那珂川南 筑紫・筑紫野南 筑紫・筑紫野南 筑紫・筑紫野南

6/11 走高跳 渡辺 征寛(2) 145 彌永 光太郎(3) 145 杉山　 充芭(3) 135 今里 瑛臣(2) 130

筑紫・平野 筑紫・大野東 筑紫・筑紫野南 筑紫・那珂川南

6/11 砲丸投 堀口 恭平(3) 9.55 松尾 龍之介(3) 9.20 小田 和歩(3) 8.94 後藤 哲志(3) 8.61 吉原 優陽(3) 8.54 土井　 友葵(2) 8.51 栁田 宝良(2) 8.38 古屋 永暉(2) 8.19

筑紫・春日野 筑紫・春日南 筑紫・春日野 筑紫・筑紫野 筑紫・春日西 筑紫・筑紫野南 筑紫・平野 筑紫・春日南

6/11 三段跳 赤城 喬介(3) 12.13 宮原 蓮(3) 11.23 岡松 昊太(3) 10.94 船津 愼之助(3) 10.72 竹内 将真(3) 10.47 村田 晃也(3) 9.42 國崎 陸(3) 9.20

筑紫・学業院 筑紫・大野東 筑紫・大野東 筑紫・二日市 筑紫・二日市 筑紫・春日南 筑紫・大野東

6/11 400m 杉山 翔真(3) 53.72 吉原 和希(3) 54.82 奥 才起(3) 55.81 浦川 義永(3) 58.09 林 慶信(3) 58.55 岡松 昊太(3) 58.72 喜村 悠希(2) 58.73 中山 塁純也(3) 58.78

筑紫・大野 筑紫・那珂川南 筑紫・那珂川北 筑紫・筑紫野 筑紫・太宰府 筑紫・大野東 筑紫・那珂川南 筑紫・大野東

6/11 低学年100mH 清武　 大地(2) 14.44 福山 瑞毅(2) 15.35 大川内 旭(2) 15.46 渡辺 征寛(2) 15.53 越村 一樹(2) 15.77 村島　 優介(2) 16.26 浦志 翔晴(2) 18.44 中山 蒼太(2) 19.18

筑紫・筑紫野南 筑紫・二日市 筑紫・大野東 筑紫・平野 筑紫・太宰府 筑紫・筑紫野南 筑紫・平野 筑紫・二日市

6/11 110mH 結城　 和哉(3) 16.52 足立　 匠吾(3) 17.03 奥 才起(3) 17.67 納富 智也(3) 18.18 立石 匠汰(3) 19.26 江頭 樹(3) 19.64 下川 智弘(3) 19.98 長尾 啓太(3) 20.40

筑紫・筑紫野南 筑紫・筑紫野南 筑紫・那珂川北 筑紫・二日市 筑紫・二日市 筑紫・筑紫野 筑紫・春日南 筑紫・春日南

6/11 低学年400mR 筑紫・筑紫野 49.90 筑紫・春日南 50.31 筑紫・二日市 50.72 筑紫・筑紫野南 51.68 筑紫・大野東 52.41 筑紫・筑山 52.71 筑紫・太宰府 53.44 筑紫・平野 54.27

田中 魁翔(2) 南 雄途(2) 前園 悠信(2) 富永　 蓮(2) (51.38) 大川内 旭(2) 藤本 琉河(2) (52.53) 多久島 颯(2) (52.83) 竹林 廉太郎(2) (51.81)

中村 拓知(1) 増本 信太(1) 田尻 維吹(1) 戸川　 翔真(1) 柴田 涼吾(1) 平位 知暉(1) 島田 明弘(1) 髙野 春輝(1)

野田 一蕗(1) 森 皆人(1) 石原 匠道(1) 中島　 陸志(1) 廣川 遼(1) 山﨑 廉人(1) 税所 昌俊(1) 吉住 祐輝(1)

貫 日南汰(2) 森 春翔(2) 福山 瑞毅(2) 清武　 大地(2) 主藤 秋空(2) 三木 文平(2) 仲地 純耶(2) 重金 冬眞(2)

6/11 400mR 筑紫・平野 45.14 筑紫・学業院 45.99 筑紫・春日南 46.00 筑紫・那珂川南 46.64 筑紫・筑紫野 46.77 筑紫・春日野 47.39 筑紫・大野東 47.48 筑紫・筑紫野南 DNS

渡辺 征寛(2) 髙橋 誠司(3) 江頭 和志(3) 関　 優葵(3) (46.42) 浦川 義永(3) 苅屋 光孝(3) 山本 陽太(3) 足立　 匠吾(3) (47.72)

山下 学仁(3) 赤城 喬介(3) 木村 大智(3) 長戸 健士郎(3) 石満 陽(3) 伊藤 大河(3) 櫻井 結貴(3) 上杉　 烈乙(3)

川津 颯甫(2) 小坂 流星(3) 白石 琥雄(3) 石井 玲唯(3) 城戸 一樹(3) 西野 圭祐(2) 畑本 優太(3) 結城　 和哉(3)

佐藤 友光(2) 馬場 静樹(3) 河田 遼平(2) 吉原 和希(3) 髙良 知寛(3) 大野 崇(2) 彌永 光太郎(3) 北郷　 湊太(3)

59 43 42 34 23 23 22 21
●大会新　　▼大会タイ

総合

氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属

二日市 筑紫野南 平野 筑紫野

氏名／所属氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属

学業院 春日南 大野東 太宰府東



女 第75回　筑紫区中学校体育連盟　陸上競技大会

期　　日　　令和4年6月11日（土）

陸 協 名　　 総　　務　　吉富　啓太

主催団体　　筑紫区中体連 大会ｺｰﾄﾞ　　 審 判 長　　ﾄﾗｯｸ：古賀　常盤　　ﾌｨｰﾙﾄﾞ：溝田　康彦

競技場名　　小郡陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ　　 記録主任　　日原　洋一

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

日付 種目 風速 記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録

6/11 1年100m 白井 瑛美理(1) 14.11 百武 華玲(1) 14.16 大塚 咲空(1) 14.16 上野 心寧(1) 14.17 副島 明莉(1) 14.49 棚町 桃花(1) 14.57 平野 由季(1) 14.62 和田 瑞希(1) 14.67

筑紫・春日野 筑紫・春日西 筑紫・学業院 筑紫・学業院 筑紫・春日東 (14.31)0 筑紫・春日 筑紫・筑紫野 筑紫・二日市

6/11 2年100m 江藤 朱里(2) 12.88 永田 咲笑(2) 12.90 田中 希乃果(2) 12.98 中本 茅花(2) 13.48 松島　 涼子(2) 13.60 高橋 咲良(2) 13.64 大坪 日和(2) 13.71 髙木 七菜(2) 13.77

筑紫・春日南 筑紫・平野 筑紫・春日西 (12.95)0 筑紫・春日野 (13.4)0 筑紫・筑紫野南 筑紫・太宰府 筑紫・春日 筑紫・平野 (13.68)0

6/11 3年100m 清武　 綾乃(3) 12.57 岩永 結衣(3) 13.18 近藤　 咲良(3) 13.22 北川 蒼(3) 13.31 野﨑 日菜子(3) 13.36 野口　 蓮美(3) 13.40 岩橋 明日美(3) 13.59 星野　 椿花(3) 13.64

筑紫・筑紫野南 筑紫・平野 筑紫・春日 筑紫・春日西 (13.29)0 筑紫・春日野 筑紫・筑紫野南 (13.36)0 筑紫・春日西 (13.54)0 筑紫・春日 (13.5)

6/11 200m 清武　 綾乃(3) 26.44 江藤 朱里(2) 27.20 田中 希乃果(2) 27.36 野﨑 日菜子(3) 27.90 岩永 結衣(3) 28.17 星野　 椿花(3) 28.18 黒川 未桜(3) 28.31 片山 陽日(3) 28.40

筑紫・筑紫野南 筑紫・春日南 筑紫・春日西 筑紫・春日野 筑紫・平野 筑紫・春日 筑紫・那珂川 筑紫・那珂川南

6/11 1年800m 島村 美陽子(1) 2.45.09 竹中 優望(1) 2.45.15 原田 清香(1) 2.45.15 平山 心晴(1) 2.49.38 松永 萌生(1) 2.49.64 菊池 日寧(1) 2.51.52 上市 美羽(1) 2.53.14 石井 彩花(1) 2.54.23

筑紫・春日野 筑紫・春日野 筑紫・那珂川 筑紫・大野東 筑紫・春日 筑紫・大野 筑紫・春日 筑紫・二日市

6/11 2年800m 下別府 舞桜(2) 2.26.56 山本 心遥(2) 2.33.27 加藤 結(2) 2.34.22 柴田 菜々実(2) 2.34.83 井浦 満里絵(2) 2.39.88 岩坂　 きらら(2) 2.40.19 岸本 華夢(2) 2.40.53 江嵜 伊吹(2) 2.40.71

筑紫・平野 筑紫・春日 筑紫・春日東 筑紫・春日野 筑紫・平野 筑紫・筑紫野南 筑紫・那珂川北 筑紫・那珂川

6/11 3年800m 竹元　 胡桃(3) 2.26.39 戸田 百奏(3) 2.27.83 森本 ひかり(3) 2.33.15 板倉 芽衣(3) 2.35.97 久間木 凛(3) 2.36.69 能登 美有(3) 2.41.47 日下部 璃音(3) 2.41.87 前原 沙弥(3) 2.42.27

筑紫・筑紫野南 筑紫・二日市 筑紫・春日 筑紫・学業院 筑紫・平野 筑紫・那珂川北 筑紫・那珂川 筑紫・御陵

6/11 1500m 宇野 史栞(2) 5.07.21 下別府 舞桜(2) 5.11.34 森本 ひかり(3) 5.11.59 竹元　 胡桃(3) 5.16.69 松尾 梨桜(2) 5.19.37 板倉 芽衣(3) 5.25.46 江口 紗矢(3) 5.33.99 江嵜 伊吹(2) 5.39.05

筑紫・春日西 筑紫・平野 筑紫・春日 筑紫・筑紫野南 筑紫・春日 筑紫・学業院 筑紫・太宰府 筑紫・那珂川

6/11 走幅跳 今村 心咲(3) 4.92 日永田 唯衣(2) 4.85 小林　 真帆(3) 4.65 佐藤 悠乃(2) 4.62 永原 菜生(3) 4.59 野口　 蓮美(3) 4.51 松田 桃奈(2) 4.37 相浦 李香(2) 4.35

筑紫・平野 筑紫・春日野 筑紫・筑紫野南 筑紫・春日野 筑紫・春日野 筑紫・筑紫野南 筑紫・大野東 筑紫・平野

6/11 走高跳 久間木 凛(3) 1.33 井上 菜々子(3) 1.30 髙橋 沙羅(2) 1.30 八尋 珠季(2) 1.25 舛屋 澪(2) 1.25 小林　 真帆(3) 1.25 細川 枇愛(2) 1.25 平井 嶺花(3) 1.20

筑紫・平野 筑紫・那珂川南 筑紫・二日市 筑紫・平野 筑紫・那珂川 筑紫・筑紫野南 筑紫・二日市 筑紫・那珂川

6/11 砲丸投 高山　 釉葵(2) 8.59 山口 恵依(3) 8.13 山川　 夏美(1) 7.74 氏原 清穂音(3) 7.62 南里 結奈(3) 7.57 7.42 浦濵 伶(3) 7.14 髙山 栞奈(3) 7.04

筑紫・筑紫野南 筑紫・学業院 筑紫・筑紫野南 筑紫・那珂川 筑紫・大野東 筑紫・学業院 筑紫・大野 筑紫・二日市

6/11 低学年80mH 永田 咲笑(2) 12.68 松島　 涼子(2) 13.94 高橋 咲良(2) 14.07 片山 陽菜海(2) 14.76 田中 優真(2) 14.80 甲斐 菜々子(2) 15.00 馬場 遥花(2) 15.04 三原 和華(2) 15.27

筑紫・平野 筑紫・筑紫野南 筑紫・太宰府 筑紫・太宰府 筑紫・学業院 筑紫・春日野 筑紫・那珂川 筑紫・春日野

6/11 100mH 近藤　 咲良(3) 16.58 上坪 優佳(3) 17.82 岳 朱里(3) 18.09 園田 心乃(3) 18.74 岩永 姫奈(3) 18.87 松尾　 未咲(3) 19.35 石田 心(3) 19.41 両角 桜乙(3) 19.52

筑紫・春日 筑紫・春日野 筑紫・筑紫野 筑紫・学業院 筑紫・筑山 筑紫・筑紫野南 筑紫・那珂川南 筑紫・那珂川南

6/11 低学年400mR 筑紫・学業院 55.78 筑紫・大野東 56.13 筑紫・春日野 56.44 筑紫・春日西 57.13 筑紫・春日南 58.36 筑紫・春日 58.86 筑紫・大野 1.00.57 筑紫・御陵 DNS

薙野 心優(2) (55.65) 松田 桃奈(2) (55.59) 佐藤 悠乃(2) (56.37) 田中 希乃果(2) (55.67) 本田 千乃(2) (57.73) 熊上 梨乃(2) (58.44) 伊藤 綺峯(2) (59.08) 進東 璃織(2) (58.55)

上野 心寧(1) 今村 心咲(1) 白井 瑛美理(1) 百武 華玲(1) 井上 愛理(1) 棚町 桃花(1) 田中 麻稀(1) 原 咲七(1)

大塚 咲空(1) 西村 光(1) 小髙 心春(1) 山本 雪乃(1) 下園 梨菜(1) 八尋 絵衣菜(1) 井上 褒美(1) 上田 莉愛(1)

田中 優真(2) 河波 愛海(2) 甲斐 菜々子(2) 森 美百莉(2) 山田 菊琳(2) 安田 晴(2) 國信 野々花(2) 甲斐 智愛(2)

6/11 400mR 筑紫・平野 51.97 筑紫・春日 52.15 筑紫・筑紫野南 52.20 筑紫・春日西 53.08 筑紫・春日野 53.31 筑紫・那珂川南 54.51 筑紫・那珂川 54.81 筑紫・学業院 54.97

今村 心咲(3) 穴見　 友里(3) (52.04) 野口　 蓮美(3) 三好 紗瑛(3) 上坪 優佳(3) (53.14) 築地 美波(3) 田栗 瑠花(3) 渡部 遥名(3) (54.75)

永田 咲笑(2) 近藤　 咲良(3) 清武　 綾乃(3) 安武 麗來(3) 中本 茅花(2) 片山 陽日(3) 黒川 未桜(3) 新村 生(3)

岩永 結衣(3) 星野　 椿花(3) 松島　 涼子(2) 岩橋 明日美(3) 永原 菜生(3) セグラ 航海(2) 馬場 遥花(2) 尾崎 日南(3)

髙木 七菜(2) 大坪 日和(2) 小林　 真帆(3) 北川 蒼(3) 野﨑 日菜子(3) 井上 菜々子(3) 足立 咲季(2) 園田 心乃(3)

54 51 50 35 28 28 13 10
●大会新　　▼大会タイ

総合

氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属

平野 筑紫野南 春日野 春日

氏名／所属氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属

春日西 学業院 春日南 大野東


