
平成２５年度 全九州高等学校体育大会

男子 　　第３１回　全九州高等学校新人陸上競技大会 決勝成績一覧表
平成２５年１０月１１日(金)～１０月１３日(日)

佐賀県総合運動場陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

12日 １００ｍ 永田　駿斗 (2) 10.56 牛田　匠海 (2) 10.67 白石　黄良々 (2) 10.68 藤岡　　彦 (2) 10.83 中村　拓都 (1) 10.87 内村　颯太 (2) 10.90 当真　大智 (2) 10.92 瀬脇　　凪 (2) 10.93

風:+2.5  諫早[長崎]  筑前[福岡]  出水商[鹿児島]  三池[福岡]  九州学院[熊本]  宮崎工[宮崎]  中部商[沖縄]  川薩清修館[鹿児島]

13日 ２００ｍ 牛田　匠海 (2) 21.65 野村　一輝 (2) 21.90 永田　駿斗 (2) 21.91 白石　黄良々 (2) 22.01 森　　佑貴 (1) 22.03 中村　拓都 (1) 22.25 冨永　貴弘 (2) 22.29 下村　大貴 (2) 22.34

風:-0.8  筑前[福岡]  宮崎工[宮崎]  諫早[長崎]  出水商[鹿児島]  小倉東[福岡]  九州学院[熊本]  佐伯鶴城[大分]  佐賀工[佐賀]

11日 ４００ｍ 寺井　翔太 (2) 48.04 山下　翔太郎 (2) 48.86 松下　　凌 (2) 48.93 野村　一輝 (2) 49.29 船戸　大輔 (1) 49.54 門東　幸誠 (2) 49.67 川満　健太 (2) 49.80 木場　圭祥 (1) 50.07

 諫早[長崎]  東福岡[福岡]  鹿児島[鹿児島]  宮崎工[宮崎]  東福岡[福岡]  熊本工[熊本]  那覇西[沖縄]  長崎南[長崎]

12日 ８００ｍ 松尾　大樹 (2)  1:57.15 太田黒　卓 (2)  1:59.45 倉本　昂洋 (2)  1:59.76 手柴　裕稀 (2)  2:00.01 川原　嵩登 (2)  2:00.08 佐藤　友怜 (1)  2:00.31 硴野　魁星 (2)  2:00.35 田渕　冬馬 (2)  2:05.10

 敬徳[佐賀]  多良木[熊本]  壱岐[長崎]  高稜[福岡]  竹田[大分]  純真[福岡]  八代工[熊本]  佐賀商[佐賀]

ト 11日 １５００ｍ 嘉村　大悟 (2)  4:01.31 太田黒　卓 (2)  4:01.49 山村　凱斗 (1)  4:02.10 硴野　魁星 (2)  4:02.69 舟津　彰馬 (1)  4:03.26 岡部　誉広 (2)  4:03.62 森　　静哉 (2)  4:05.56 濵添　大地 (2)  4:06.28

 鳥栖工[佐賀]  多良木[熊本]  小林[宮崎]  八代工[熊本]  福岡大附大濠[福岡]  小倉工[福岡]  鶴翔[鹿児島]  瓊浦[長崎]

ラ 12日 ５０００ｍ 田中　龍太 (2) 14:31.94 永山　博基 (2) 14:32.72 坂口　裕之 (2) 14:32.74 宮﨑　勇将 (2) 14:33.76 有馬　圭祐 (2) 14:34.78 山口　健弘 (2) 14:35.36 林田　元輝 (2) 14:36.10 久保　和馬 (2) 14:47.70

 鹿児島実[鹿児島]  鹿児島実[鹿児島]  諫早[長崎]  熊本千原台[熊本]  大牟田[福岡]  自由ケ丘[福岡]  九州学院[熊本]  九州学院[熊本]

ッ 13日 １１０ｍＨ 前田　紘毅 (2) 14.88 﨑本　和誠 (2) 14.91 安栖　遼太郎 (2) 14.98 髙橋　聖矢 (2) 15.02 勝元　森羅 (2) 15.16 藤井　琉成 (1) 15.17 屋宜　孝志 (2) 15.24 田仲　寿季 (2) 15.32

風:-0.7  鹿児島商[鹿児島]  那覇西[沖縄]  鹿児島[鹿児島]  宮崎商[宮崎]  西南学院[福岡]  小倉工[福岡]  南風原[沖縄]  小倉工[福岡]

ク 12日 ４００ｍＨ 勝元　森羅 (2) 53.56 藤井　琉成 (1) 53.90 松下　　凌 (2) 54.48 米村　竜星 (2) 54.52 武藤　拓海 (2) 54.60 坂本　匡輔 (2) 55.38 峯　遼太郎 (2) 55.78 﨑本　和誠 (2) 55.99

 西南学院[福岡]  小倉工[福岡]  鹿児島[鹿児島]  熊本工[熊本]  佐伯鶴城[大分]  筑紫台[福岡]  島原[長崎]  那覇西[沖縄]

13日 ３０００ｍＳＣ 濵田　和浩 (2)  9:05.01 藤崎　真伍 (2)  9:06.16 奈須　智晃 (2)  9:21.00 高園　真徳 (2)  9:21.00 松元　平河 (2)  9:23.82 木村　光佑 (2)  9:25.51 奥村　和己 (2)  9:27.50 井上　正博 (2)  9:28.82

 瓊浦[長崎]  鹿児島実[鹿児島]  小林[宮崎]  大牟田[福岡]  小林[宮崎]  九州学院[熊本]  玉名工[熊本]  宗像[福岡]

11日 ５０００ｍＷ 境　慎太郎 (2) 22:38.17 武宮　　舜 (2) 22:58.24 山口　力也 (2) 23:06.49 松尾　直哉 (2) 23:42.11 松井　秀幸 (2) 23:47.40 蔀　　和樹 (2) 24:13.82 佐藤　建太 (2) 24:25.10 田中　惣士 (2) 24:40.22

 熊本中央[熊本]  純真[福岡]  諫早農[長崎]  純真[福岡]  諫早[長崎]  熊本工[熊本]  延岡工[宮崎]  大村[長崎]

12日 ４×１００ｍ 諫早[長崎] 41.39 宮崎工[宮崎] 41.61 東福岡[福岡] 42.11 佐伯鶴城[大分] 42.31 佐賀工[佐賀] 42.39 長崎南[長崎] 42.53 九産大付九産[福岡] 42.62 熊本工[熊本] 42.69

岩尾　直樹 (2) 水久保慶至 (2) 山本　京平 (2) 髙橋　祥希 (2) 池田　雅弘 (1) 一瀬　　傑 (1) 辻　　隼人 (1) 丸山　直樹 (2)

木戸　大地 (1) 桑原　雄輝 (2) 山下翔太郎 (2) 冨永　貴弘 (2) 許田　悠貴 (2) 宮崎　啓介 (1) 石橋　義樹 (2) 門東　幸誠 (2)

寺井　翔太 (2) 内村　颯太 (2) 大神　耕介 (1) 小野　哲平 (2) 日出島篤史 (2) 小無田　蓮 (1) 縄田　慎二 (2) 相本　眞哉 (2)

永田　駿斗 (2) 野村　一輝 (2) 的野　晃也 (1) 武藤　拓海 (2) 下村　大貴 (2) 木場　圭祥 (1) 蒲池　諒伍 (1) 古川　裕也 (2)

13日 ４×４００ｍ 東福岡[福岡]  3:18.85 宮崎工[宮崎]  3:19.06 長崎南[長崎]  3:20.51 筑陽学園[福岡]  3:20.62 九産大付九産[福岡]  3:21.35 佐賀工[佐賀]  3:21.58 鹿児島[鹿児島]  3:25.48

的野　晃也 (1) 福田　啓太 (2) 宮崎　啓介 (1) 宮脇　賢司 (2) 石橋　昂大 (2) 許田　悠貴 (2) 福山　直樹 (1)

山下翔太郎 (2) 吉岡　　沢 (1) 小無田　蓮 (1) 大橋　弘嵩 (2) 縄田　慎二 (2) 下村　大貴 (2) 松下　　凌 (2)

稲原　　衛 (2) 水久保慶至 (2) 竹内　拓洋 (2) 藤田　　樹 (2) 石橋　義樹 (2) 川久保誓也 (1) 安栖遼太郎 (2)

船戸　大輔 (1) 野村　一輝 (2) 木場　圭祥 (1) 宗　　駿斗 (1) 秋山　　陽 (2) 牟田口　純 (2) 鍋倉　正輝 (1)

13日 走高跳 松本　修一 (2) 2m03 松永　大聖 (1) 2m03 上別府　剛志 (2) 1m97 松尾　祐輝 (2) 1m94 高良　留佳 (1) 1m94 小柳　　翔 (1) 1m94 津波　大樹 (2) 1m91 シャープ　宣 (1) 1m88

 諫早農[長崎]  福岡第一[福岡]  鹿児島商[鹿児島]  朝倉[福岡]  那覇西[沖縄]  祐誠[福岡]  南風原[沖縄]  那覇西[沖縄]

11日 棒高跳 村﨑　　秀 (2) 4m40 井上　大輔 (2) 4m40 山田　和輝 (2) 4m20 髙井　　晶 (2) 4m10 石新　航洋 (2) 4m10 中庭　晃大 (2) 4m00 新垣　太詞 (1) 4m00

 宮崎第一[宮崎]  福岡第一[福岡]  南風原[沖縄]  本庄[宮崎]  南風原[沖縄] 小柳　聖斗 (1)  浦添工[沖縄]

11日 走幅跳 許田　悠貴 (2)   7m40 黄檗　快斗 (2)   7m13 一ノ宮　将彦 (2)   6m88 当真　大智 (2)   6m83 山野　佑将 (2)   6m78 飛永　諒一郎 (1)   6m75 藤原　至誠 (2)   6m73 日出島　篤史 (2)   6m59

フ  佐賀工[佐賀]  W +2.4  小倉工[福岡]  +1.2  甲南[鹿児島]  +0.9  中部商[沖縄]  +0.8  熊本マリスト[熊本]  +0.9  修猷館[福岡]  +0.3  誠修[福岡]  +0.0  佐賀工[佐賀]  +1.3

 ィ 13日 三段跳 許田　悠貴 (2)  14m42 田坂　裕輝 (1)  14m17 楢林　佳明 (1)  14m04 佐藤　拓実 (2)  13m91 稲付　武士 (2)  13m87 シャープ　宣 (1)  13m81 濱田　諒太朗 (2)  13m71 鎌田　啓豊 (2)  13m56

｜  佐賀工[佐賀]  -0.4  鶴丸[鹿児島]  +1.3  長崎南[長崎]  +1.9  大分舞鶴[大分]  +1.5  福岡第一[福岡]  +1.5  那覇西[沖縄]  +0.0  延岡商[宮崎]  +0.2  宮崎西[宮崎]  -0.2

ル 12日 砲丸投 飛松　　功 (2)  15m13 鈴木　　蓮 (2)  14m82 稲葉　悠晟 (2)  14m55 幾度　涼太 (2)  14m28 伊東　聖那 (1)  13m64 宮本　梢吾 (1)  13m40 下坂　　啓 (1)  13m37 坂本　勇介 (2)  13m28

ド  九産大付九産[福岡]  自由ケ丘[福岡]  祐誠[福岡]  口加[長崎]  宮崎工[宮崎]  唐津青翔[佐賀]  大村[長崎]  西海学園[長崎]

13日 円盤投 幾度　涼太 (2)  41m75 野村　陽平 (1)  38m75 西川　浩人 (2)  38m61 安井　大士 (2)  37m24 杉田　駿斗 (2)  36m99 松川　　司 (2)  36m88 堤　　一馬 (2)  36m23 平良　主将 (1)  35m84

 口加[長崎]  博多工[福岡]  西海学園[長崎]  九産大付九産[福岡]  宮崎工[宮崎]  沖縄工[沖縄]  佐世保工[長崎]  久米島[沖縄]

11日 ハンマー投 勝野　　仰 (2)  51m29 長谷川　武 (2)  50m85 太田　智也 (2)  48m25 本村　　凌 (2)  48m10 鷲尾　昂世 (2)  46m74 湯之上　蓮 (1)  46m48 中園　天汰 (2)  45m14 井手　翔馬 (2)  45m04

 筑紫[福岡]  双国校[大分]  鞍手竜徳[福岡]  戸畑[福岡]  西海学園[長崎]  鹿児島商[鹿児島]  隼人工[鹿児島]  佐賀工[佐賀]

12日 やり投 花田　研聖 (2)  71m12 河野　充志 (2)  63m91 新垣　篤哉 (2)  60m00 蛯原　佑貴 (2)  59m13 恵島　卓海 (2)  58m04 山本　俊介 (1)  56m65 浦崎　瑞希 (2)  56m28 松藤　圭汰 (2)  55m67

 自由ケ丘[福岡] NGR  宮崎工[宮崎]  豊見城[沖縄]  宮崎工[宮崎]  鹿児島玉龍[鹿児島]  嘉穂[福岡]  北中城[沖縄]  祐誠[福岡]

八種競技 安栖　遼太郎 (2)  5304 岸川　　勇 (2)  5245 矢﨑　佳輝 (2)  4834 吉武　達矢 (1)  4670 中島　彰太 (2)  4647 比嘉　海輝 (2)  4631 岡山　省吾 (1)  4599 小野　哲平 (2)  4538

 鹿児島[鹿児島] NGR  長崎日本大学[長崎]  鹿児島商[鹿児島]  筑陽学園[福岡]  筑前[福岡]  中部商[沖縄]  諫早農[長崎]  佐伯鶴城[大分]
11日  100m-LJ-SP-400m
12日 110mH-JT-HJ-1500m

総      合 諫早･長　崎 ３２.５ 点 宮崎工･宮　崎 ３０.５ 点 鹿児島･鹿児島 １８ 点 東福岡･福　岡 １７ 点 鹿児島実･鹿児島 １６ 点 鹿児島商･鹿児島 １５ 点 佐賀工･佐　賀 １４ 点 筑前･福　岡 １３ 点

ト ラ ッ ク 諫早･長　崎 ３２.５ 点 宮崎工･宮　崎 １８.５ 点 東福岡･福　岡 １７ 点 鹿児島実･鹿児島 １６ 点 鹿児島･鹿児島 １２ 点 筑前･福　岡 １１ 点 多良木･熊　本 １０ 点 小林･宮　崎 １０ 点

フィールド 福岡第一･福　岡 １２.５ 点 佐賀工･佐　賀 １２ 点 宮崎工･宮　崎 １２ 点 自由ケ丘･福　岡 １１ 点 ９ 点 ６ 点

混      成 鹿児島･鹿児島 ６ 点 長崎日本大学･長　崎 ５ 点 鹿児島商･鹿児島 ４ 点 筑陽学園･福　岡 ３ 点 筑前･福　岡 ２ 点 中部商･沖　縄 １ 点  点  点

NGR 大会新記録 主 催 者
W 追風参考

記録主任 　小城　典隆 印

総　　務 　山下　和幸 印

審 判 長 　田中　修司 印

 佐世保工[長崎]

 福岡第一[福岡]

11.54(+1.3)-6m26(-1.1)-8m78-52.26

17.35(+3.8)-36m17-1m69-4:49.52

11.71(+0.3)-5m83(-1.4)-11m30-52.82

15.70(+0.9)-38m07-1m63-5:20.02

12.16(+1.3)-6m23(+0.1)-8m10-53.24

16.69(+3.8)-35m78-1m69-4:33.05

混
成

九 州 高 等 学 校 体 育 連 盟
佐 賀 県 教 育 委 員 会

得  点

学校名 九産大付九産･福岡 、 口加･長崎 筑紫･福岡 、 宮崎第一･宮崎 、 諫早農･長崎

11.31(+0.3)-6m51(-1.6)-8m16-51.21 11.21(+1.3)-6m14(-0.2)-8m71-52.28

17.66(+3.8)-38m92-1m63-5:07.85

11.57(+1.3)-6m24(-0.3)-10m38-55.83

17.95(+3.8)-51m02-1m87-4:59.42

11.77(+0.3)-6m01(-1.2)-11m03-53.17

16.67(+0.9)-35m27-1m66-4:50.29

    寺井　翔太 (2)

  諫早[長崎]

    岩尾　直樹 (2)

    川添　優人 (2)

    脇川　大誠 (2)

14.89(+0.9)-44m07-1m84-4:44.88

11.73(+0.3)-6m19(+0.0)-10m10-50.61

15.72(+0.9)-40m73-1m87-4:32.58

日付 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 日付 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速
10月11日 12:00 曇り 27.0℃ 70% 北 2.2m/s 10月12日 14:00 晴れ 25.0℃ 44% 北東 2.8m/s
10月11日 14:00 晴れ 28.0℃ 50% 北東 1.6m/s 10月13日 10:00 晴れ 21.0℃ 49% 東北東 1.6m/s
10月12日 10:00 晴れ 24.0℃ 46% 北 3.4m/s 10月13日 12:00 晴れ 24.0℃ 39% 北々東 1.2m/s
10月12日 12:00 晴れ 25.0℃ 41% 北 4.8m/s 10月13日 14:00 晴れ 25.0℃ 38% 東 1.1m/s


