
男 第71回　宗像区中学校陸上競技大会

期　　日　　平成30年6月21日（木）

陸 協 名　　 総　　務　　髙橋さなえ

主催団体　　宗像区中学校体育連盟 大会ｺｰﾄﾞ　　 審 判 長　　髙橋さなえ 宗像繁孝

競技場名　　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ　　 記録主任　　小田聡子

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

6/21 1年100m 嶋田　直弥(1) 12.2 松本　陽太(1) 12.5 園田　虹輝(1) 12.7 近藤　一成(1) 13.0 吉田　隼翔(1) 13.3 山口  春翔(1) 13.5 権田　龍星(1) 13.7 岡田　大地(1) 13.7

宗像・福間 宗像・福間 (12.4) 宗像・河東 宗像・城山 (12.8) 宗像・河東 (13.2) 宗像・福間東 宗像・中央 (13.6) 宗像・津屋崎

6/21 2年100m 岩崎　文太(2) 11.8 油布　悠(2) 11.9 平野　翔大(2) 12.0 丸林　陽一(2) 12.1 平安名　琉世(2) 12.2 八尋  博輝(2) 12.3 四宮　諒士(2) 12.4 伊﨑　陽人(2) 12.5

宗像・日の里 宗像・城山 宗像・河東 宗像・河東 宗像・日の里 宗像・福間東 (12.1) 宗像・城山 宗像・福間 (12.4)
6/21 3年100m 村上　諒弥　(3) 11.2 内和田　大介(3) 11.3 佐竹　正明(3) 11.5 野見山　智慧(3) 11.6 田中　遼司(3) 11.6 大峯　拓人　(3) 11.7 花田　晋太郎(3) 11.9 藤井　龍之介(3) 13.2

宗像・城山 宗像・福間 宗像・福間東 (11.4) 宗像・津屋崎 宗像・福間 宗像・城山 宗像・日の里 (11.8) 宗像・自由ヶ丘 (11.7)
6/21 200m 村上　諒弥　(3) 23.3 田中　遼司(3) 24.2 田頭　京悟(3) 24.5 大峯　拓人　(3) 24.6 平野　翔大(2) 24.6 占部　泰基(3) 24.9 丸林　陽一(2) 25.0 花田　晋太郎(3) 25.2

宗像・城山 宗像・福間 宗像・津屋崎 宗像・城山 宗像・河東 宗像・津屋崎 宗像・河東 宗像・日の里

6/21 800m ●上妻　海翔(3) 2,02.4 ●中川　舜也　(3) 2,02.6 ▼小栁　友哉(3) 2,04.6 山本　創(3) 2,13.9 江口　大洋　(3) 2,16.6 石橋　侑大(2) 2,17.1 吉田　哲大(3) 2,17.3 石田　大空(3) 2,22.1

宗像・福間東 宗像・城山 宗像・福間東 宗像・宗像 宗像・城山 宗像・日の里 宗像・中央 宗像・中央

6/21 1年1500m 藤野　雅大(1) 4,53.9 溝田　隼士(1) 5,02.3 木内　望(1) 5,02.7 伊藤　崇成(1) 5,09.2 村田　喬(1) 5,14.9 下田　悠樹(1) 5,17.3 志賀　俊(1) 5,27.9 黒木　稜大(1) 5,29.2

宗像・河東 宗像・中央 宗像・福間 宗像・宗像 宗像・宗像 宗像・福間 宗像・城山 宗像・河東

6/21 2年1500m 山本　凌舞(2) 4,31.6 西　歩真(2) 4,39.8 葛城　貴方(2) 4,40.3 児玉　暁(2) 4,44.1 松野下　悠人(2) 4,50.6 石橋　侑大(2) 4,51.0 上田　泰世(2) 4,51.5 毛利　仁(2) 4,52.1

宗像・河東 宗像・福間 宗像・宗像 宗像・福間 宗像・宗像 宗像・日の里 宗像・城山 宗像・中央

6/21 3年1500m 上妻　海翔(3) 4,28.1 坂口　大陸(3) 4,30.5 山本　創(3) 4,30.5 林　宏輝(3) 4,35.4 丸田　皓輝　(3) 4,37.9 小栁　友哉(3) 4,40.9 清松　大空　(3) 4,44.8 篠原　颯雅(3) 4,47.2

宗像・福間東 宗像・自由ヶ丘 宗像・宗像 宗像・宗像 宗像・城山 宗像・福間東 宗像・城山 宗像・河東

6/21 3000m 山本　凌舞(2) 09.33.4 吉村　福嗣(3) 09.34.1 石井　智浩　(3) 09.53.2 髙田　湧梧(3) 09.58.3 砂留　貫汰(2) 10.08.2 山口　春希(2) 10.13.9 吉田　哲大(3) 10.27.9 大嶋　匠希(3) 10.38.2

宗像・河東 宗像・宗像 宗像・城山 宗像・城山 宗像・日の里 宗像・福間 宗像・中央 宗像・福間東

6/21 走幅跳 野見山　耕成(3) 5.50 伊﨑　陽人(2) 5.37 夏目　大輝(3) 5.28 田中　誠也(3) 5.28 岩崎　文太(2) 5.10 四宮　諒士(2) 5.06 石松　政輝　(3) 5.03 早川　嘉輝(3) 5.01

宗像・中央 宗像・福間 宗像・中央 宗像・福間 宗像・日の里 宗像・城山 宗像・城山 宗像・宗像

6/21 走高跳 占部　泰基(3) 1,63 本間　太雅(3) 1,60 野見山　智慧(3) 1,60 杉澤　次朗(3) 1,55 繁永　樹(2) 1,50 園田　虹輝(1) 1,45 本玉  裕也(2) 1,45 伊東　佑介(3) 1,45

宗像・津屋崎 宗像・中央 宗像・津屋崎 宗像・城山 宗像・城山 宗像・河東 宗像・福間東 宗像・福間東

6/21 砲丸投 田口　稜史(3) 9.60 末次　太暉(3) 9.21 澤田　優太(3) 8.87 荒牧　創太(3) 8.41 油布　悠(2) 8.25 冨永　悠太(3) 8.00 廣田　隼己(3) 7.84 小西　雅也(3) 7.81

宗像・日の里 宗像・中央 宗像・福間東 宗像・福間東 宗像・城山 宗像・福間 宗像・城山 宗像・福間

6/21 三段跳 夏目　大輝(3) 11.05 南里　和希(3) 10.56 清松　大空　(3) 10.55 小田　晃瑛(3) 10.41 松田　堂志(3) 10.38 青栁　遥希(3) 10.14 花田　希望(3) 10.11 橋本　宇玄(3) 10.03

宗像・中央 宗像・河東 宗像・城山 宗像・福間東 宗像・津屋崎 宗像・福間東 宗像・福間 宗像・日の里

6/21 400m 藤井　龍之介(3) 55.5 野見山　耕成(3) 56.3 田頭　京悟(3) 56.5 富島　大雅(3) 56.6 尊田　天人(3) 56.8 坂丸　翔馬(3) 57.2 廣田　隼己(3) 59.1 伊東　佑介(3) 59.3

宗像・自由ヶ丘 宗像・中央 宗像・津屋崎 宗像・福間 宗像・河東 宗像・福間東 宗像・城山 宗像・福間東

6/21 低学年100mH 小川　陽士(2) 15.4 今林　鉄馬(2) 17.6 八尋  博輝(2) 18.0 實松　大晟(2) 18.0 久富　大耀(2) 18.3 豊福  凌守(2) 18.6 田中　治(1) 18.7 山本　英臣(2) 20.1

宗像・津屋崎 宗像・福間 宗像・福間東 宗像・福間 宗像・城山 宗像・福間東 宗像・河東 宗像・城山

6/21 110mH 松﨑　一真(3) 16.0 石原　来夢(3) 17.2 上田　優(3) 17.6 南里　和希(3) 18.3 古賀　大晟(3) 18.4 宮本　大雅　(3) 19.3 西ノ原　諒伍(3) 19.8 大賀　健世(1) 22.0

宗像・福間 宗像・津屋崎 宗像・津屋崎 宗像・河東 宗像・福間東 宗像・城山 宗像・福間東 宗像・河東

6/21 低学年400mR 宗像・河東 48.8 宗像・福間 49.5 宗像・城山 50.7 宗像・福間東 51.5 宗像・津屋崎 52.2 宗像・中央 54.2

平野　翔大(2) () 伊﨑　陽人(2) () 四宮　諒士(2) () 吉田  昇矢(2) () 小川　陽士(2) () 隆　海人(2) ()

吉田　隼翔(1) 嶋田　直弥(1) 近藤　一成(1) 岩崎  隆之介(1) 大田　蓮(1) 井手口　時禎(1)

園田　虹輝(1) 松本　陽太(1) 早川　迅之介(1) 山口  春翔(1) 吉村　晃陽(1) 権田　龍星(1)

丸林　陽一(2) 今林　鉄馬(2) 油布　悠(2) 本玉  裕也(2) 伊﨑　陽人(2) 最所　悠真(2)

6/21 400mR 宗像・城山 46.9 宗像・福間 47.4 宗像・日の里 47.8 宗像・津屋崎 48.0 宗像・中央 48.4 宗像・福間東 48.6

石松　政輝　(3) () 田中　遼司(3) () 花田　晋太郎(3) () 田頭　京悟(3) () 野見山　耕成(3) () 相場　七琉(3) ()

廣田　隼己(3) 内和田　大介(3) 岩崎　文太(2) 松田　堂志(3) 末次　太暉(3) 福永　陸翔(3)

大峯　拓人　(3) 小西　雅也(3) 原田　義史(3) 占部　泰基(3) 夏目　大輝(3) 荒牧　創太(3)

村上　諒弥　(3) 富島　大雅(3) 平安名　琉世(2) 野見山　智慧(3) 苅谷　凌太(3) 佐竹　正明(3)

73.5 65 50 45.5 44 39 26 24
●大会新　　▼大会タイ

総合

氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属

福間 城山 河東 福間東

氏名／所属氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属

津屋崎 中央 宗像 日の里



女 第71回　宗像区中学校陸上競技大会

期　　日　　平成30年6月21日（木）

陸 協 名　　 総　　務　　髙橋さなえ

主催団体　　宗像区中学校体育連盟 大会ｺｰﾄﾞ　　 審 判 長　　髙橋さなえ 宗像繁孝

競技場名　　本城陸上競技場 競技場ｺｰﾄﾞ　　 記録主任　　小田聡子

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

6/21 1年100m 髙橋　美結(1) 13.5 三宅　歩望(1) 13.7 雪竹　桃果(1) 13.7 谷山  三菜子(1) 13.9 宮本　朱音(1) 14.1 長山　千穂(1) 14.1 長谷　朱音(1) 14.1 戸畑　優衣(1) 14.3

宗像・日の里 宗像・福間 宗像・福間 宗像・福間東 宗像・津屋崎 (14)0 宗像・日の里 宗像・河東 宗像・津屋崎

6/21 2年100m 綱脇　桜子(2) 12.8 泉　双葉(2) 13.0 安武　千夏(2) 13.3 今村　よしの(2) 13.3 森下　心葉(2) 13.3 中島　穂希(2) 13.5 立石　留以(2) 13.6 時安  咲奈(2) 14.0

宗像・河東 宗像・城山 宗像・河東 宗像・福間 宗像・宗像 宗像・福間 (13.3) 宗像・城山 宗像・福間東 (13.8)
6/21 3年100m ▼野添　　葵(3) 12.3 伊東　　圭(3) 12.5 日野　星凪(3) 12.7 石津　志乃(3) 12.7 矢野　登子(3) 12.8 和久利　菜桜　(3) 12.8 出口　和佳(3) 13.1 高木　菜子(3) 13.2

宗像・河東 宗像・河東 宗像・津屋崎 宗像・津屋崎 宗像・中央 宗像・城山 宗像・福間 宗像・福間東

6/21 200m ●野添　　葵(3) 25.8 ●綱脇　桜子(2) 26.0 石津　志乃(3) 27.0 古賀　月渚　(3) 28.0 出口　和佳(3) 28.7 片岡　暖(2) 28.7 日髙 綾音(3) 28.9 荒牧　季英(2) 29.5

宗像・河東 宗像・河東 宗像・津屋崎 宗像・城山 宗像・福間 宗像・宗像 宗像・自由ヶ丘 宗像・宗像

6/21 1年800m 山田　真凜(1) 2,42.3 守田　未紗澄(1) 2,47.0 永淵　和奏(1) 2,47.2 井上　紅葉(1) 2,52.0 大森  帆乃香(1) 2,54.8 新垣　知奈美(1) 2,55.6 林　千乃(1) 2,56.4 和氣　優衣(1) 2,58.4

宗像・中央 宗像・河東 宗像・城山 宗像・城山 宗像・福間東 宗像・自由ヶ丘 宗像・中央 宗像・宗像

6/21 2年800m 大津　そら(2) 2,32.8 羽江　亜津紗(2) 2,33.0 甲斐  涼音(2) 2,37.0 松尾　佳奈(2) 2,38.5 池上　凛花(2) 2,40.5 嶋矢  美月(2) 2,43.0 碇　ゆう(2) 2,43.1 立野　万彩子(2) 2,45.3

宗像・河東 宗像・城山 宗像・福間東 宗像・自由ヶ丘 宗像・河東 宗像・福間東 宗像・福間 宗像・宗像

6/21 3年800m 沖田　美優(3) 2,31.8 寺嶋　花宝(3) 2,33.5 長谷　光梨(3) 2,34.0 今津　尚子(3) 2,38.3 花田　愛(3) 2,40.1 村井　宝乃　(3) 2,40.3 新井　和花(3) 2,41.4 石橋　美羽(3) 2,50.4

宗像・城山 宗像・津屋崎 宗像・福間 宗像・自由ヶ丘 宗像・福間東 宗像・城山 宗像・福間東 宗像・福間

6/21 1500m 沖田　美優(3) 5,07.2 寺嶋　花宝(3) 5,18.9 大津　そら(2) 5,21.1 德吉　葵　(3) 5,28.8 河野  恵万(2) 5,29.2 山田　真凜(1) 5,30.8 池上　凛花(2) 5,33.9 森　  愛梨(3) 5,51.1

宗像・城山 宗像・津屋崎 宗像・河東 宗像・城山 宗像・福間東 宗像・中央 宗像・河東 宗像・福間東

6/21 走幅跳 ▼時安  咲奈(2) 5.00 矢野　登子(3) 4.81 柴田　咲采(2) 4.74 佐伯 朋香(3) 4.45 野口  美澪(2) 4.37 白石　りさ(3) 4.22 江上　楓華(2) 4.20 入江　奈央(2) 4.11

宗像・福間東 宗像・中央 宗像・河東 宗像・自由ヶ丘 宗像・福間東 宗像・中央 宗像・河東 宗像・城山

6/21 走高跳 中富 彩莉(3) 1.35 古沢　日菜乃(2) 1.35 嶺　優奈(2) 1.30 安武　千夏(2) 1.20 野瀬　愛梨　(3) 1.15

宗像・自由ヶ丘 宗像・福間 宗像・河東 宗像・河東 宗像・城山

6/21 砲丸投 谷口　千秋(3) 9.71 井原　真緒(3) 9.30 右田　莉瑚(3) 9.01 中矢　文香　(3) 8.88 占部　美羽(2) 8.50 藤崎　美龍(2) 7.81 間　  沙羅(3) 7.52 小川　鈴華　(3) 7.28

宗像・日の里 宗像・福間 宗像・河東 宗像・中央 宗像・日の里 宗像・中央 宗像・福間東 宗像・城山

6/21 低学年80mH ▼柴田　咲采(2) 12.6 山本　こころ(2) 12.9 大久保　ちはる(2) 13.1 泉　双葉(2) 13.3 立石　留以(2) 14.4 八波  花栞(2) 15.1 八尋　彩花(2) 15.4 江熊  美咲(2) 15.6

宗像・河東 宗像・河東 宗像・福間 宗像・城山 宗像・城山 宗像・福間東 宗像・福間 宗像・福間東

6/21 100mH 日野　星凪(3) 15.1 和久利　菜桜　(3) 15.8 久恒　泉穂(3) 16.4 井上　咲世子(3) 17.3 山口　　彩(3) 17.6 田中　菫(2) 18.1 高木　菜子(3) 18.5 柴尾　未来　(3) 18.5

宗像・津屋崎 宗像・城山 宗像・福間東 宗像・日の里 宗像・河東 宗像・河東 宗像・福間東 宗像・城山 (7位)
6/21 低学年400mR 宗像・城山 55.5 宗像・福間東 56.1 宗像・福間 56.3 宗像・自由ヶ丘 57.4 宗像・中央 1,00.5

立石　留以(2) 時安  咲奈(2) 大久保　ちはる(2) 平原 桜花(2) 藤崎　美龍(2)

大峰　惟(1) 谷山  三菜子(1) 三宅　歩望(1) 田中　そよ(1) 河谷　來明(1)

渡邉　真琴都(1) 安川  まな(1) 雪竹　桃果(1) 高橋　絆(1) 山田　真凜(1)

泉　双葉(2) 八波  花栞(2) 古沢　日菜乃(2) 松尾　佳奈(2) 永嶋　梨音(2)

6/21 400mR ●宗像・河東 50.90 宗像・福間 53.40 宗像・城山 53.70 宗像・津屋崎 54.20 宗像・宗像 54.40 宗像・中央 54.80 宗像・福間東 54.90 宗像・日の里 55.70

伊東　　圭(3) 市川　茉里(3) 入江　奈央(2) 野中　こころ(2) 森下　心葉(2) 白石　りさ(3) 野口  美澪(2) 織田　輝合（３）

綱脇　桜子(2) 出口　和佳(3) 古賀　月渚　(3) 宮本　朱音(1) 片岡　暖(2) 坂下　菜緒(2) 高木　菜子(3) 髙橋　美結（１）

柴田　咲采(2) 今村　よしの(2) 野瀬　愛梨　(3) 日野　星凪(3) 荒牧　季英(2) 小原　めい(3) 長井　友里(3) 長山　千穂（１）

野添　　葵(3) 中島　穂希(2) 和久利　菜桜　(3) 石津　志乃(3) 中西　柚葉(2) 矢野　登子(3) 久恒　泉穂(3) 井上　咲世子（２）

84 59 42 32 32 22 19 18
●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

福間東 中央 自由ヶ丘 日の里総合

氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属

河東 城山 福間 津屋崎


