
日付 種目

野林　祐実(1) 12"00 (0.0) 松田　優美(2) 12"09 (0.0) 島田　沙絵(2) 12"16 (0.0) 安部　早也加(2) 12"26 (0.0) 井上　明花音(2) 12"41 (0.0) 緒賀　悠(1) 12"41 (0.0) 田中　慶子(1) 12"45 (0.0) 土岐　遥菜(2) 12"49 (0.0)

九州学院･熊本 宮崎商･宮崎 長崎南･長崎 日南学園･宮崎 福大若葉･福岡 大分舞鶴･大分 大分雄城台･大分 大分西･大分

松田　優美(2) 24"51 (0.0) 土岐　遥菜(2) 24"89 (0.0) 益田　怜奈(2) 25"07 (0.0) 薬師寺　真奈(1) 25"11 (0.0) 田中　慶子(1) 25"25 (0.0) 井上　明花音(2) 25"28 (0.0) 大漉　真衣(1) 25"48 (0.0) 安部　早也加(2) 25"74 (0.0)

宮崎商･宮崎 大分西･大分 福大若葉･福岡 諫早･長崎 大分雄城台･大分 福大若葉･福岡 川薩清修館･鹿児島 日南学園･宮崎

薬師寺　真奈(1) 55"68 益田　怜奈(2) 56"77 山上　葉月(1) 57"31 濱田　祐実(2) 57"32 古賀　早貴(1) 57"61 山下　裕子(2) 57"80 堀田　璃紗(2) 57"97 白石　万由子(1) 59"60

諫早･長崎 福大若葉･福岡 大分雄城台･大分 佐伯豊南･大分 筑紫女学園･福岡 佐賀商･佐賀 筑紫女学園･福岡 長崎南･長崎

山下　希望(1) 2'12"08 山下　未来(1) 2'12"39 小路　里奈(2) 2'13"90 矢野　有希子(1) 2'14"69 白石　万由子(1) 2'15"22 井上　聡美(2) 2'15"70 河津　早紀子(2) 2'15"83 濱田　祐実(2) 2'19"60

筑紫女学園･福岡 筑紫女学園･福岡 鹿児島女子･鹿児島 宮崎商･宮崎 長崎南･長崎 筑紫･福岡 熊本北･熊本 佐伯豊南･大分

上杉　円香(1) 4'29"56 上原　美幸(1) 4'29"77 金平　裕希(1) 4'30"13 田中　花英(2) 4'33"93 碓井　さくら(1) 4'34"83 岡村　千咲(2) 4'35"92 岸良　美周(2) 4'37"66 髙木　結加(1) 4'41"04

日本文理大･大分 鹿児島女子･鹿児島 北九州市立･福岡 熊本信愛･熊本 諫早･長崎 熊本千原台･熊本 神村学園･鹿児島 鶴翔･鹿児島

上原　美幸(1) 9'26"52 由水　沙季(1) 9'26"54 上杉　円香(1) 9'28"34 西山　のぞみ(2) 9'28"41 中村　祐希(2) 9'28"96 金平　裕希(1) 9'34"31 鍬取　舞(2) 9'35"10 中原　海鈴(2) 9'37"44

鹿児島女子･鹿児島 筑紫女学園･福岡 日本文理大･大分 神村学園･鹿児島 小林･宮崎 北九州市立･福岡 諫早･長崎 神村学園･鹿児島

坂本　美優(2) 14"26 (0.0) 窪山　菜月(2) 14"48 (0.0) 小田　佳奈(2) 14"77 (0.0) 坂本　有紀(2) 14"81 (0.0) 渡邊　奈月(2) 15"04 (0.0) 坂中　沙耶花(2) 15"17 (0.0) 末永　成美(2) 15"29 (0.0) 戸川　祐華(1) 15"29 (0.0)

中村学園女･福岡 小郡･福岡 大分雄城台･大分 大分雄城台･大分 西南学院･福岡 鹿児島･鹿児島 鹿児島女子･鹿児島 五島･長崎

坂本　美優(2) 1'02"93 松尾　祐里(2) 1'02"97 川越　彩(2) 1'03"82 長田　彩楓(2) 1'03"85 山口　ゆしか(2) 1'03"85 坂本　有紀(2) 1'04"18 宮川　さつき(1) 1'05"18 鶴留　朋美(2) 1'05"43

中村学園女･福岡 朝倉･福岡 鹿児島･鹿児島 早稲田佐賀･佐賀 純心女･長崎 大分雄城台･大分 筑紫･福岡 鹿児島女子･鹿児島

立山　優惟(2) 24'39"45 當山　華乃子(2) 25'15"41 髙山　翔子(2) 25'22"82 神田　稚菜(2) 25'28"98 神田　晴菜(2) 25'35"99 上田　朱華(2) 25'56"70 木場　穂奈美(2) 26'14"68 岡田　佳那子(2) 26'26"60

鹿児島女子･鹿児島 北九州市立･福岡 柳川･福岡 長崎南･長崎 長崎南･長崎 熊本中央･熊本 種子島中央･鹿児島 九州国際大付･福岡

鹿児島女子･鹿児島 48"26 福大若葉･福岡 48"47 宮崎商･宮崎 48"79 大分舞鶴･大分 48"83 長崎南･長崎 48"84 八女工･福岡 48"90 大分西･大分 49"50

一ノ宮　佐保(2) 大門　美緒(2) 窪谷　茉夕(1) 佐藤　朱音(2) 木村　海花(2) 中野　瑠花(1) 飛田　晴華(2)

山口　美里(2) 益田　怜奈(2) 松田　優美(2) 後藤　早紀(2) 島田　沙絵(2) 松尾　知夏(1) 土岐　遥菜(2)

八木　優貴乃(2) 宮崎　愛海(1) 高橋　琴美(2) 三浦　真子(1) 宮田　優希(2) 諸富　遥(2) 十時　千歌(2)

末永　成美(2) 井上　明花音(1) 藤原　みのり(1) 緒賀　悠(1) 山﨑　有紀(1) 山下　遼(1) 仙波　康子(2)

大分西･大分 3'52"12 大分雄城台･大分 3'53"27 佐賀北･佐賀 3'53"83 長崎南･長崎 3'54"71 筑紫女学園･福岡 3'56"58 長崎女･長崎 3'57"39 福大若葉･福岡 3'57"43 中村学園女･福岡 3'59"65

飛田　晴華(2) 坂本　有紀(2) 森屋　琴乃(1) 山﨑　有紀(1) 天本　歩(1) 菅﨑　璃子(1) 井上　唯(2) 北道　理紗子(2)

藤丸　佳央里(1) 田中　慶子(1) 片山　晴日(1) 島田　沙絵(2) 堀田　璃紗(2) 長坂　ちあり(1) 井上　明花音(2) 吉武　志織(1)

土岐　遥菜(2) 小田　佳奈(2) 西村　莉子(1) 宮田　優希(2) 中村　文音(1) 境　優(2) 田中　千尋(2) 川原　桃佳(2)

十時　千歌(2) 山上　葉月(1) 徳永　結奈(1) 白石　万由子(1) 古賀　早貴(1) 荒木　理恵子(2) 益田　怜奈(2) 坂本　美優(2)

﨑村　友理(1) 1m64 八塚　彩(2) 1m64 馬場　美幸(1) 1m61 馬場　美里(1) 1m58 屋良　美涼(2) 1m58 古川　彩香(2) 1m58 馬場　奈々美(1) 1m58 古賀　沙也加(2) 1m55

中村学園女･福岡 福岡中央･福岡 大村･長崎 伊万里商･佐賀 普天間･沖縄 九州学院･熊本 三池工･福岡 佐賀商･佐賀

輿　夏実(1) 5m70 (0.0) 末永　成美(2) 5m62 (0.0) 道脇　鈴子(2) 5m39 (0.0) 佐藤　杏奈(2) 5m39 (0.0) 丸山　知夏(1) 5m30 (+0.2) 上野　顕世(1) 5m23 (+0.3) 大村　美香(1) 5m18 (+0.3) 後藤　麻友(2) 5m09 (0.0)

西南学院･福岡 鹿児島女子･鹿児島 長崎南･長崎 大村･長崎 甲南･鹿児島 鹿本･熊本 鹿児島南･鹿児島 佐伯鶴城･大分

宮本　優香(2) 12m27 山本　匠子(2) 12m11 中村　枝理子(2) 12m07 小塚　美咲(1) 11m70 大平　笑子(2) 11m45 太田　亜矢(1) 11m38 吉野　光流空(1) 11m10 甲斐　澪奈(2) 10m99

小倉工･福岡 大分雄城台･大分 嘉手納･沖縄 熊本西･熊本 近大福岡･福岡 鞍手竜徳･福岡 宮崎工･宮崎 宮崎工･宮崎

中村　枝理子(2) 41m73 宮本　優香(2) 39m58 宇野　美里(2) 38m58 大平　笑子(2) 37m80 谷口　晶(2) 35m13 岩崎　遥(2) 34m08 長友　成美(2) 33m27 本村　夏鈴(1) 33m15

嘉手納･沖縄 小倉工･福岡 口加･長崎 近大福岡･福岡 自由ケ丘･福岡 鹿児島南･鹿児島 宮崎工･宮崎 那覇西･沖縄

甲斐　澪奈(2) 48m28 牧瀬　梨乃(2) 44m77 當間　汐織(1) 43m49 矢部　美由紀(2) 41m07 津留　夕姫愛(2) 40m72 前野　舞(1) 40m67 森　智佳子(2) 40m33 尾石　彩(2) 38m57

宮崎工･宮崎 EGR 屋久島･鹿児島 久米島･沖縄 自由ケ丘･福岡 中村学園女･福岡 宮崎工･宮崎 島原商･長崎 三潴･福岡

石川　真美(2) 4174 平塚　千晶(2) 3996 佐藤　杏奈(2) 3902 重信　玲奈(2) 3878 重信　瑠奈(2) 3833 富永　結衣(2) 3700 上田　栞菜(2) 3668 岩山　朋加(2) 3540

中村学園女･福岡 中村学園女･福岡 大村･長崎 鹿児島･鹿児島 鹿児島･鹿児島 長崎女･長崎 佐伯鶴城･大分 八代東･熊本

10月15日 100mH

10月15日 走高跳

10月15日 砲丸投

10月15日 200m

10月16日 走幅跳

10月16日 やり投

10月16日 800m

総合 鹿児島女子･鹿児島 32 中村学園女･福岡 31 大分雄城台･大分 24 筑紫女学園･福岡 20 長崎南･長崎 20 宮崎商･宮崎 18 福大若葉･福岡 17 大分西･大分 11

トラック 鹿児島女子･鹿児島 27 筑紫女学園･福岡 20 大分雄城台･大分 19 宮崎商･宮崎 18 福大若葉･福岡 17 長崎南･長崎 16 中村学園女･福岡 12 大分西･大分 11

フィールド 小倉工･福岡 11 嘉手納･沖縄 10 中村学園女･福岡 8 宮崎工･宮崎 7 大村･長崎 7 西南学院･福岡 6 大分雄城台･大分 5 鹿児島女子･鹿児島 5

混成競技 中村学園女･福岡 11 鹿児島・鹿児島 5 大村･長崎 4 長崎女・長崎 1

記録主任 小俣　秀之

陸協名 大分陸上競技協会

競技会名 平成23年度全九州高等学校体育大会
期日・時刻 2011/10/14～16 審判長

(ﾄﾗｯｸ)　(跳躍)　　　(投擲)
榮木一・田中義博・廣末　敬

競技場名 大分銀行ドーム

3位 4位 5位 6位

主催団体名 九州高等学校体育連盟・大分県教育委員会・九州陸上競技協会 最優選手
やり投　48m28(大会タイ）
　甲斐澪奈(2)・宮崎工

7位 8位

　女子 10月15日 100m

10月16日 200m

1位 2位

10月14日 400m

10月15日 800m

10月14日 1500m

10月16日 3000m

10月14日 100mH

10月15日 400mH

10月14日 5000mW

10月15日 4x100mR

10月16日 4x400mR

10月14日 走高跳

10月15日 走幅跳

10月16日 砲丸投

10月15日 円盤投

10月14日 やり投

10/15～10/16 七種競技

15"82 (0.0) 15"96 (0.0) 16"95 (0.0) 16"12 (0.0) 15"37 (0.0) 16"60 (0.0) 19"67 (0.0) 17"35 (0.0)

1m55 1m52 1m40 1m52 1m43 1m46 1m49 1m43

8m28 7m16 7m73 6m51 6m76 8m21 8m01 6m85

27"54 (0.0) 26"90 (0.0) 27"28 (0.0) 28"07 (0.0) 27"21 (0.0) 27"76 (0.0) 27"57 (0.0) 27"76 (0.0)

4m97 (+0.2) 5m12 (+0.8) 5m31 (+0.7) 5m16 (+0.2) 4m79 (+0.4) 5m16 (+1.1) 4m95 (+0.6) 4m95 (0.0)

29m07 22m95 26m10 28m57 23m50 18m84 25m02 22m81

2'26"76 2'39"712'32"24 2'34"96 2'31"95 2'41"86 2'35"54 2'42"22


