
男 第13回筑前地区中学校新人陸上競技大会

期　　日　　平成29年9月23日（土）

陸 協 名　　 総　　務　　徳丸　有斗

主催団体　　筑前地区中学校体育連盟 大会ｺｰﾄﾞ　　17404006 審 判 長　　丸山　信幸

競技場名　　博多の森陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ　　401060 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

9/23 1年100m +0.4 村上 寛晃(1) 12.07 藤本　竜飛(1) 12.43 上野　徳風(1) 12.67 野田　耕楊(1) 12.75 中村　翔太郎(1) 12.75 福田　拓真(1) 12.88 柄本　隼佑(1) 13.02 島田　学歩(1) 13.03

糸島・前原東 糸島・前原西 筑紫・学業院 (12.52)+0.2 筑紫・太宰府東 筑紫・那珂川 糸島・前原西 宗像・福間 (12.9)+0.4 糟屋・古賀 (12.97)+0.2

9/23 2年100m -0.8 近藤　晴斗(2) 11.83 内和田　大介(2) 11.97 村上　　諒弥(2) 12.13 中西　龍哉(2) 12.19 前坂　爽瑠(2) 12.27 北原　蒼一郎(2) 12.30 江嵜　玄海(2) 12.33 宮本　若英(2) 12.48

筑紫・春日 (11.81)-0.7 宗像・福間 宗像・城山 (11.97)-0.3 糟屋・志免東 (11.98)+0.8 筑紫・筑紫野南 (12.24)-0.4 筑紫・平野 (12.25)+0.6 糸島・前原西 (12.12)+0.8 筑紫・春日野 (12.32)-0.3

9/23 200m 近藤　晴斗(2) 24.07 村上　　諒弥(2) 24.07 中西　龍哉(2) 24.33 江嵜　玄海(2) 24.49 村上 寛晃(1) 25.09 渋谷　拓翔(2) 25.14 田中　遼司(2) 25.16 大森　天晴(2) 25.44

筑紫・春日 -0.3 宗像・城山 -0.3 糟屋・志免東 -0.3 糸島・前原西 -0.3 糸島・前原東 +1.0 糟屋・志免 -0.3 宗像・福間 -0.3 筑紫・春日 -0.3

9/23 800m 間瀬田　純平(2) 2,09.55 中川　　舜也(2) 2,10.28 城山　秀胤(2) 2,11.03 野田　蒼斗(2) 2,12.75 石立　和樹(2) 2,15.06 別當  優央(2) 2,15.10 坂丸　　翔馬(2) 2,16.43 今林　幹晴(2) 2,17.13

筑紫・春日 宗像・城山 筑紫・春日野 糟屋・志免東 糟屋・須恵東 筑紫・春日野 宗像・福間東 糟屋・古賀

9/23 1年1500m 山本　凌舞(1) 4,38.46 占部　大和(1) 4,40.16 福嶋 留魁(1) 4,41.66 田中 裕馬(1) 4,43.97 真弓　大生(1) 4,45.65 小山　知彦(1) 4,45.94 佐々木　柊太(1) 4,46.03 小田原　大翔(1) 4,49.57

宗像・河東 糟屋・新宮 糸島・前原東 糟屋・粕屋東 筑紫・春日 筑紫・那珂川 筑紫・学業院 筑紫・筑紫野南

9/23 2年1500m 上妻　　海翔(2) 4,27.73 中村　慶太(2) 4,28.66 吉田　慶次郎(2) 4,29.66 桑野　修嘉(2) 4,31.91 山本　創(2) 4,32.46 新垣　連(2) 4,34.43 江崎　武瑠(2) 4,40.48 坂口　大陸(2) 4,40.63

宗像・福間東 糟屋・篠栗北 筑紫・那珂川 筑紫・筑紫野南 宗像・宗像 筑紫・春日東 筑紫・筑紫野南 宗像・自由ヶ丘

9/23 3000m 宮森　湧也(2) 09,39.11 木村　太河(2) 09,40.56 古江 晟那(2) 09,41.55 尾崎　仁哉(2) 09,42.23 橋爪　優作(2) 09,42.56 渡部  匠海 (2) 09,44.78 古賀文也(2) 10,03.29 江頭　鴻天(2) 10,06.49

糟屋・新宮 糟屋・新宮 糟屋・須恵 筑紫・春日野 糟屋・志免 筑紫・春日野 糸島・前原東 糸島・前原

9/23 走幅跳 友田　侑希(2) 5.80 川北　隼平(2) 5.66 前坂　爽瑠(2) 5.65 遠藤  洸介(2) 5.33 野見山　耕成(2) 5.19 大澤　芳悠(2) 5.17 藤原　魁都(2) 5.04 鶴田　サトル(2) 5.00

糸島・前原西 +0.0 筑紫・大野東 +0.1 筑紫・筑紫野南 +0.1 筑紫・春日野 -0.4 宗像・宗像中央 -0.2 筑紫・春日野 +1.0 筑紫・平野 -0.7 筑紫・春日 -0.5

9/23 走高跳 北原　蒼一郎(2) 1.60 吉田  剛琉 (2) 1.60 野見山　智慧(2) 1.55 占部　泰基(2) 1.55 山下　雄大(2) 1.55 古賀　幸太郎(2) 1.55 中牟田　玲旺(2) 1.50 本間　太雅(2) 1.50

筑紫・平野 筑紫・春日野 宗像・津屋崎 宗像・津屋崎 筑紫・筑紫野南 筑紫・大野東 糟屋・志免 宗像・宗像中央

9/23 砲丸投 奥野　圭佑(2) 9.95 田口　稜史(2) 9.42 大野　覚斗(2) 9.18 井上　素直(2) 8.93 宮本　若英(2) 8.84 澤田　優太(2) 8.54 有馬　健翔(1) 8.48 小糸　晋太郎(2) 8.41

糟屋・志免 宗像・日の里 筑紫・春日 筑紫・春日南 筑紫・春日野 宗像・福間東 筑紫・筑紫野南 筑紫・春日

9/23 三段跳 中牟田　玲旺(2) 11.16 山﨑　健司(2) 11.14 遠藤  洸介(2) 11.14 藤原　魁都(2) 10.80 酒匂　涼晴(2) 10.59 狩又　諒哉(2) 10.49 飛松　翔平(2) 10.00 手塚　雄大(2) 9.94

糟屋・志免 -0.6 糟屋・志免 -1.0 筑紫・春日野 -1.0 筑紫・平野 -1.0 筑紫・春日野 -0.8 糟屋・篠栗 -0.2 糟屋・志免東 -0.5 糟屋・志免東 +0.1

9/23 400m 濱原　稜(2) 0,54.75 小浦　嘉斗(2) 0,56.62 前田　怜勇(2) 0,57.00 大森　天晴(2) 0,58.87 原田　恵太(2) 0,59.47 入江　千風(2) 1,00.03 伊藤　瑠唯(2) 1,00.14 吉本　健造(2) 1,00.64

筑紫・春日野 筑紫・大野東 筑紫・筑紫野 筑紫・春日 筑紫・春日 糸島・前原西 糟屋・志免東 筑紫・大野東

9/23 低学年100mH 藤本　竜飛(1) 15.02 前田　龍輝(2) 16.08 橋口　響志郎(2) 16.22 濱田　直輝(2) 17.18 福島　康生(1) 17.52 吉村　裕太郎(2) 17.66 手塚　雄大(2) 17.66 上田　優(2) 17.90

糸島・前原西 -0.7 筑紫・二日市 -0.7 筑紫・筑紫野南 +0.0 糟屋・新宮 -0.7 筑紫・春日南 +0.7 糟屋・志免東 -0.7 糟屋・志免東 -0.7 宗像・津屋崎 +0.7

9/23 110mH 真名子　凌成(2) 16.01 奥野　圭佑(2) 16.72 小村　太洋(2) 16.87 谷口　雅人(2) 17.35 松﨑　一真(2) 17.39 田中　孝典(2) 18.29 小林　昂矢(2) 18.36 石原　来夢(2) 18.37

糟屋・篠栗 +0.2 糟屋・志免 +0.2 筑紫・学業院 +0.8 糟屋・志免 +0.2 宗像・福間 +0.2 糸島・前原西 +0.8 筑紫・春日南 +0.8 宗像・津屋崎 +0.2

9/23 400mR 筑紫・春日 46.77 筑紫・平野 47.36 筑紫・学業院 47.36 糸島・前原西 47.37 筑紫・春日野 47.41 筑紫・筑紫野南 47.88 糟屋・志免 47.90 糟屋・志免東 48.43

小糸　晋太郎(2) 柴﨑　玲之(2) 進藤　彪真(2) 友田　侑希(2) 宮本　若英(2) 児玉 佳己(2) (47.61) 山﨑　健司(2) 吉村　裕太郎(2) (48.12)

近藤　晴斗(2) 北原　蒼一郎(2) 志賀　慎之助(2) 藤本　竜飛(1) 濱原　稜(2) 江崎　武瑠(2) 奥野　圭佑(2) 中西　龍哉(2)

大森　天晴(2) 西高　虎之介(2) 小村　太洋(2) 福田　拓真(1) 酒匂　涼晴(2) 桑野　修嘉(2) 中牟田　玲旺(2) 伊藤　瑠唯(2)

間瀬田　純平(2) 大石　泰生(2) 柴田　真完(2) 江嵜　玄海(2) 遠藤  洸介(2) 前坂　爽瑠(2) 渋谷　拓翔(2) 野田　蒼斗(2)

29 29 28 26 19 16 15 12
●大会新　　▼大会タイ

氏名／所属氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属

新宮 筑紫野南 平野 前原東総合

氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属

春日 春日野 志免 前原西



女 第13回筑前地区中学校新人陸上競技大会

期　　日　　平成29年9月23日（土）

陸 協 名　　 総　　務　　徳丸　有斗

主催団体　　筑前地区中学校体育連盟 大会ｺｰﾄﾞ　　17404006 審 判 長　　丸山　信幸

競技場名　　博多の森陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ　　401060 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

9/23 1年100m -1.1 竹野内　舞(1) 13.79 林田　美優(1) 14.00 日野　珠華(1) 14.03 和田　葵衣(1) 14.09 綱脇　桜子(1) 14.17 浦浜　未夢(1) 14.19 大西　瑠南(1) 14.25 津山　鈴々香(1) 14.34

筑紫・筑紫野南 (13.66)+0.2 筑紫・大野東 (13.74)+0.5 筑紫・学業院 (13.69)+0.1 糟屋・志免 (13.92)+0.8 宗像・河東 (13.69)+1.4 筑紫・春日西 (13.83)+1.5 糟屋・須恵 (13.87)+1.5 筑紫・春日南 (13.95)+0.2

9/23 2年100m -0.5 一ノ宮　美優(2) 13.31 真辺　美愛(2) 13.48 中尾　優花(2) 13.55 四辻　佳乃(2) 13.61 野添　葵(2) 13.65 吉田　結菜(2) 13.78 久本　眞子(2) 13.86 石津　志乃(2) 13.93

糸島・志摩 (13.22)+1.2 糟屋・篠栗 筑紫・平野 (13.51)+1.0 糸島・志摩 (13.42)+0.7 宗像・河東 (13.47)+1.5 糟屋・新宮 (13.51)+1.6 筑紫・春日東 (13.63)+0.7 宗像・津屋崎 (13.65)+1.8

9/23 200m 一ノ宮　美優(2) 27.61 真辺　美愛(2) 28.03 竹野内　舞(1) 28.09 吉田　結菜(2) 28.20 石津　志乃(2) 28.31 野添　葵(2) 28.33 加来　さくら(1) 28.58 日野　珠華(1) 28.58

糸島・志摩 -0.4 糟屋・篠栗 -0.4 筑紫・筑紫野南 +0.1 糟屋・新宮 -0.4 宗像・津屋崎 -0.4 宗像・河東 -0.4 糟屋・志免 -0.4 筑紫・学業院 -0.1

9/23 1年800m 加来　さくら(1) 2,26.95 伊藤　明鈴(1) 2,28.16 羽江　　亜津紗(1) 2,29.13 原田　みのり(1) 2,30.00 西村　真里奈(1) 2,30.15 多田　妃奈(1) 2,31.38 保楊枝　乃綾(1) 2,33.64 伊藤　純茄(1) 2,33.86

糟屋・志免 筑紫・平野 宗像・城山 糟屋・篠栗 筑紫・平野 糟屋・新宮 筑紫・筑紫野南 筑紫・春日東

9/23 2年800m ●元木　紅葉(2) 2,17.19 山口　雅美子(2) 2,22.39 河邉　乃愛(2) 2,27.04 沖田　美優(2) 2,29.89 岡宮　彩花(2) 2,31.05 宮原　なな佳(2) 2,33.35 金丸　まりの(2) 2,33.48 坂口　晏奈(2) 2,33.79

筑紫・春日東 筑紫・筑紫野 筑紫・筑紫野南 宗像・城山 糟屋・志免東 筑紫・春日 筑紫・春日野 筑紫・大野東

9/23 1500m 奥田　帆乃花(2) 4,56.56 明日山 理子(2) 4,59.64 林田　梨優(2) 5,06.34 竹迫　虹美(2) 5,13.50 安部　里奈子(2) 5,15.65 小森　咲(2) 5,20.05 石橋　美羽(2) 5,21.79 三宅　美南(2) 5,22.43

筑紫・春日 糟屋・粕屋東 筑紫・筑紫野 筑紫・春日 筑紫・大野東 筑紫・二日市 宗像・福間 筑紫・筑紫野南

9/23 走幅跳 中尾　優花(2) 5.07 岩見　優愛(2) 4.68 時安　咲奈(1) 4.60 我原　凪咲(2) 4.54 片渕 亜美(2) 4.51 加藤　杏実(2) 4.35 柳川　翠音(2) 4.34 木屋　瑞稀(2) 4.33

筑紫・平野 -0.4 筑紫・春日 +1.4 宗像・福間東 +0.4 糸島・前原 -0.9 糟屋・粕屋東 -1.6 筑紫・春日西 -0.7 糟屋・志免東 +0.3 筑紫・平野 +0.8

9/23 走高跳 石井　那奈(2) 1.49 八木　陽咲(2) 1.40 宮崎　美咲(2) 1.35 渕上　紗彩(2) 1.35 𠮷村　紗羽(2) 1.30 池　真咲(2) 1.30 鮫島　夏鈴(2) 1.30 阿比留　里穏(2) 1.30

筑紫・平野 糟屋・篠栗 糟屋・志免東 筑紫・春日西 糸島・前原西 糸島・前原西 同5位 筑紫・春日西 同5位 筑紫・那珂川北 同5位

9/23 砲丸投 ●四辻　佳乃(2) 12.23 梅木　南美(2) 10.04 谷口　千秋(2) 9.06 熊本　祐紀(2) 8.71 後藤　千晶(2) 8.49 古庄　空美(2) 8.27 井原　真緒(2) 8.08 藤野　紗妃(2) 7.81

糸島・志摩 糟屋・宇美 宗像・日の里 糟屋・志免 糟屋・志免 筑紫・平野 宗像・福間 糟屋・篠栗

9/23 低学年80mH 宮崎　美咲(2) 13.04 大崎　みなみ(2) 13.25 山本　璃樺(2) 13.50 久恒　泉穂(2) 13.72 齊藤　日香(2) 13.88 木山　さくら(1) 14.01 和田　葵衣(1) 14.06 小西　菜津(1)志摩 14.16(-0.3)

糟屋・志免東 -0.3 筑紫・那珂川北 -0.3 筑紫・那珂川北 -0.3 宗像・福間東 -0.3 筑紫・太宰府 -0.3 糟屋・古賀 -0.3 糟屋・志免 -0.3 矢野　ゆき菜(2)平野 着差なし

9/23 100mH 倉掛　結依菜(2) 16.74 四牟田　かおり(2) 16.77 西村　美優(2) 16.78 山口紅梨(2) 16.81 日野　星凪(2) 16.92 渕上　紗彩(2) 17.12 藤田 真唯(2) 17.18 坂本　千桜(2) 17.52

筑紫・大野 +0.4 糟屋・須恵東 +0.1 糟屋・志免 +0.4 糟屋・志免 +0.4 宗像・津屋崎 +0.4 筑紫・春日西 +0.1 糟屋・粕屋東 +0.4 糸島・前原東 -0.5

9/23 400mR 糸島・志摩 53.25 宗像・平野 53.82 筑紫・学業院 54.23 宗像・河東 54.31 筑紫・大野東 54.38 宗像・城山 54.49 糸島・前原東 55.01 筑紫・筑紫野南 55.18

石郷　夢来(2) (52.69) 矢野　ゆき菜(2) 藤嶋　さや(1) (53.55) 福井 さくら(1) (53.96) 大場　愛理(1) (54.16) 古賀　月渚　(2) (54.3) 波多江　夢菜(2) (54.63) 亀屋　早優美(2) (54.44)

四辻　佳乃(2) 平田　はな(1) 日野　珠華(1) 野添　葵(2) 関　花奈乃(2) 泉　　双葉(1) 長島　里桜(1) 竹野内　舞(1)

一ノ宮　美優(2) 中尾　優花(2) 川添　野々香(2) 伊東　圭(2) 久保　美桜里(2) 入江　　奈央(1) 久積　あんな(1) 上田　桃(2)

吉原　亜美(2) 石井　那奈(2) 宮﨑　舞(2) 綱脇　桜子(1) 林田　美優(1) 和久利　　菜桜(2) 重山　幸葉(2) 朝香　瑠菜(2)

29 27 21 18 15 14 12 9.75
●大会新　　▼大会タイ

氏名／所属氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属

春日 筑紫野南 志免東 那珂川北総合

氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属

平野 志摩 志免 篠栗


