
平成２６年度全国高等学校総合体育大会　秩父宮賜杯　第６７回全国高等学校陸上競技対校選手権大会

ブロック名 北九州

記録 氏　　名 学校名 記録 氏　　名 学校名 記録 氏　　名 学校名 記録 氏　　名 学校名 記録 氏　　名 学校名 記録 氏　　名 学校名

6月13日
100m

風：0.0
24 10.54 永田　駿斗(3) 長崎・諫早 10.64 里村　幸紀(3) 福岡・武蔵台 10.77 大津　英介(3) 福岡・八女工 10.84 牛田　匠海(3) 福岡・筑前 10.86 辻　隼人(2) 福岡・九産大付九産 10.87 飯野　明彦(2) 福岡・九州国際大付

準)10.80(+1.7) 準)10.77(+1.7)

6月15日
男子200m
風：0.0

24 21.35 里村　幸紀(3) 福岡・武蔵台 21.43 永田　駿斗(3) 長崎・諫早 21.78 森　佑貴(2) 福岡・小倉東 21.85 中島　祐市(3) 佐賀・武雄 21.88 鬼塚　和利(3) 長崎・西海学園 21.96 牛田　匠海(3) 福岡・筑前

6月12日 400m 24 47.98 寺井　翔太(3) 長崎・諫早 48.08 清田　薫(3) 福岡・筑紫丘 48.27 松清　和希(2) 大分・楊志館 48.70 三浦　歩(2) 福岡・純真 48.76 田中　悠貴(2) 福岡・九産大付九産 48.76 山下　翔太郎(3) 福岡・東福岡

予)48.72

6月14日 800m 24 1:53.01 高木　駿一(2) 長崎・口加 1:54.08 小川　真生(3) 長崎・諫早東 1:54.18 松尾　大樹(3) 佐賀・敬徳 1:54.26 佐藤　友怜(2) 福岡・純真 1:54.33 岩元　拓斗(3) 福岡・筑陽学園 1:54.44 田﨑　諒(3) 佐賀・唐津南

予)1:54.28

6月12日 1500m 24 3:58.47 舟津　彰馬(2) 福岡・福岡大附大濠 3:58.80 鬼塚　翔太(2) 福岡・大牟田 3:59.44 杉　優一郎(3) 福岡・柳川 3:59.62 岡部　誉広(3) 福岡・小倉工 3:59.81 井手　優太(3) 長崎・鎮西学院 3:59.99 副島　孝輝(3) 佐賀・白石

予)3:59.77

6月13日 5000m 24 14:38.69 鬼塚　翔太(2) 福岡・大牟田 14:39.99 古賀　淳紫(3) 佐賀・鳥栖工 14:40.26 副島　孝輝(3) 佐賀・白石 14:41.25 大坪　桂一郎(2) 佐賀・鳥栖工 14:41.27 坂口　裕之(3) 長崎・諫早 14:42.24 杉　優一郎(3) 福岡・柳川

6月15日
110mH

風：+0.2
24 14.98 勝元　森羅(3) 福岡・西南学院 15.05 藤井　琉成(2) 福岡・小倉工 15.06 田仲　寿季(3) 福岡・小倉工 15.14 一瀬　傑(2) 長崎・長崎南 15.19 植村　祐太(3) 福岡・筑紫 15.23 児玉　健太(2) 大分・楊志館

準)14.99(-0.4) 準)15.15(0.0)

6月13日 400mH 24 51.44 勝元　森羅(3) 福岡・西南学院 51.90 藤井　琉成(2) 福岡・小倉工 53.76 河野　優也(2) 福岡・誠修 54.03 田代　龍太郎(3) 福岡・修猷館 54.11 馬場　康平(2) 長崎・佐世保西

ＧＲ ＧＲ 坂本　匡輔(3) 福岡・筑紫台

6月15日 3000mSC 24 9:16.39 古賀　淳紫(3) 佐賀・鳥栖工 9:16.51 河野　龍也(3) 大分・日本文理大附 9:17.37 上土井　雅大(2) 福岡・純真 9:20.53 石井　幸喜(3) 福岡・大牟田 9:20.75 渡辺　大地(3) 福岡・大牟田 9:23.43 諸泉　翔也(3) 佐賀・鳥栖工

6月12日 5000mW 16 22:32.58 武宮　舜(3) 福岡・純真 22:41.60 山口　力也(3) 長崎・諫早農 22:42.05 野中　輝人(3) 佐賀・鳥栖工 22:44.78 大野　滉斗(3) 佐賀・鳥栖工 22:46.02 山口　創太郎(3) 長崎・諫早農 22:47.37 久保山　大雅(3) 福岡・柳川

6月14日 4X100mR 24 40.84 岩尾　直樹(3) 諫早 41.75 一瀬　傑(2) 長崎南 41.77 川久保　誓也(2) 佐賀工 41.79 大野　貴裕(2) 佐賀北 41.84 吉弘　季幸(3) 三池 41.92 本松　智彰(3) 八女工

準)40.67 木戸　大地(2) ・長　崎 準)41.63 宮崎　啓介(2) ・長　崎 許田　悠貴(3) ・佐　賀 三根　健志郎(3) ・佐　賀 準)41.78 藤岡　彦(3) ・福　岡 準)41.90 中村　隼大(3) ・福　岡

ＧＲ 寺井　翔太(3) 山口　大輔(1) 日出島　篤史(3) 錦織　至暁(3) 中島　久維(2) 大津　英介(3)

永田　駿斗(3) 小無田　蓮(2) 下村　大貴(3) 宮﨑　麟太郎(2) 堤　智紀(3) 角　大地(1)

6月15日 4X400mR 24 3:13.13 川添　優人(3) 諫早・長　崎 3:13.84 姫野　英星(1) 東福岡・福　岡 3:15.72 宮崎　啓介(2) 長崎南・長　崎 3:16.02 縄田　慎二(3) 九産大付九産・福　岡 3:16.17 大橋　弘嵩(3) 筑陽学園・福　岡 3:16.65 宮田　航希(2) 佐世保西・長　崎

脇川　大誠(3) 稲原　衛(3) 小無田　蓮(2) 田中　悠貴(2) 藤田　樹(3) 石橋　諒士(2)

永田　駿斗(3) 山下　翔太郎(3) 竹内　拓洋(3) 石橋　義樹(3) 平野　岬(3) 田中　舜大(3)

寺井　翔太(3) 船戸　大輔(2) 木場　圭祥(2) 秋山　陽(3) 岩元　拓斗(3) 深川　裕汰(2)

6月14日 走高跳 24 2m06 松本　修一(3) 長崎・諫早農 2m06 松永　大聖(2) 福岡・福岡第一 2m00 松尾　祐輝(3) 福岡・朝倉 2m00 東島　圭(3) 佐賀・鹿島 1m97 蛭子屋　雄一(3) 福岡・福翔 1m94 北嶋　諒太郎(2) 福岡・修猷館

6月12日 棒高跳 24 4m40 井上　大輔(3) 福岡・福岡第一 4m30 中庭　晃大(3) 長崎・佐世保工 4m30 黒熊　郁也(3) 大分・佐伯鶴城 4m20 野口　大吾朗(3) 佐賀・有田工 4m20 中村　久弥(3) 福岡・福岡第一

碓木　凌(3) 福岡・戸畑

6月12日 走幅跳 24 7m28(+0.7) 浦　公蔵(3) 福岡・三潴 7m19(+0.9) 黄檗　快斗(3) 福岡・小倉工 7m10(+1.9) 飛永　諒一郎(2) 福岡・修猷館 7m08(0.0) 寺井　翔太(3) 長崎・諫早 6m98(+2.2) 許田　悠貴(3) 佐賀・佐賀工 6m91(+2.4) 髙橋　祥希(3) 大分・佐伯鶴城

公)6m78(+1.0) 公)6m82(+1.7)

6月15日 男子三段跳 24 14m79(+1.1) 稲付　武士(3) 福岡・福岡第一 14m35(+0.8) 楢林　佳明(2) 長崎・長崎南 14m33(+0.9) 許田　悠貴(3) 佐賀・佐賀工 14m15(0.0) 芳賀　聡一郎(3) 福岡・小倉東 14m10(0.0) 水野　登生(3) 大分・大分高専 14m08(+0.2) 毛利　亮太(2) 福岡・福岡第一

6月12日 砲丸投 24 15m63 飛松　功(3) 福岡・九産大付九産 15m02 稲葉　悠晟(3) 福岡・祐誠 14m80 鈴木　蓮(3) 福岡・自由ケ丘 14m56 飛松　聡(2) 福岡・九産大付九産 14m42 幾度　涼太(3) 長崎・口加 14m34 有村　秀充(2) 大分・大分豊府

6月15日 円盤投 24 41m90 飛松　功(3) 福岡・九産大付九産 41m18 堤　一馬(3) 長崎・佐世保工 41m14 森永　太一郎(3) 大分・国東 40m82 飛松　聡(2) 福岡・九産大付九産 40m81 幾度　涼太(3) 長崎・口加 40m17 野村　陽平(2) 福岡・博多工

6月13日 ハンマー投 24 56m32 長谷川　武(3) 大分・国東双国校 55m99 勝野　仰(3) 福岡・筑紫 53m03 酒井　優希(3) 長崎・口加 51m43 中川　雄太(3) 福岡・筑紫 50m83 笠　大介(2) 福岡・福翔 50m40 太田　智也(3) 福岡・鞍手竜徳

6月14日 やり投 24 65m50 花田　研聖(3) 福岡・自由ケ丘 60m18 山本　俊介(2) 福岡・嘉穂 60m11 小手川　貴紀(2) 福岡・純真 59m25 松藤　圭汰(3) 福岡・祐誠 58m70 林田　竜歩(3) 長崎・口加 56m22 江頭　壱成(3) 長崎・諫早
6月12
日

八種競技 16 5687点 岸川　勇(3) 長崎・長崎日本大学 5403点 田仲　寿季(3) 福岡・小倉工 5090点 西村　倫太朗(3) 長崎・諫早農 4923点 吉武　達矢(2) 福岡・筑陽学園 4841点 岡山　省吾(2) 長崎・諫早農 4777点 小野　哲平(3) 大分・佐伯鶴城

ＧＲ

～13日

35.0点 諫早 27.0点 小倉工 25.0点 九産大付九産 22.0点 鳥栖工 20.0点 純真 19.0点 福岡第一
31.0点 諫早 22.0点 鳥栖工 17.0点 小倉工 16.0点 大牟田 16.0点 純真 12.0点 西南学院
19.0点 福岡第一 18.0点 九産大付九産 10.0点 自由ケ丘 10.0点 佐世保工 10.0点 口加 8.0点 祐誠・筑紫
6.0点 長崎日本大学 6.0点 諫早農 5.0点 小倉工 3.0点 筑陽学園 1.0点 佐伯鶴城

GR:大会新

時現在 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s) ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ 測定場所 主 催 者 ：

第　１　日 12:00 晴 24.5 68 北北西 0.1 大銀ドーム（開）

第　２　日 12:00 晴 27.0 50 北 1.5 大銀ドーム（開） 記録主任： 高 橋 玄 海 印

第　３　日 12:00 晴 28 51 北西 0.9 大銀ドーム（開） 総　　務： 中 島 益 章 印

第　４　日 12:00 曇 27.5 53 東南東 0.1 大銀ドーム（開） 審 判 長： 栄 木 一 印

大分陸上競技協会

大分県高等学校体育連盟

男　子

地 区 予 選 会 成 績 表

参加校数 120

11.47(+0.9)-6m44(+0.8)-9m36-51.11

15.49(-1.0)-41m97-1m75-4:55.02

場所：大分スポーツ公園大分銀行ドーム・だいぎんフィールド

日 種目
参加
人員

風力
1 2 3 4 5 ６

参加人数 584

11.49(-0.3)-6m74(+0.3)-10m74-49.60

15.19(+1.3)-44m24-1m96-4:34.01

11.55(+0.9)-6m38(0.0)-10m65-52.57

15.22(-1.0)-47m04-1m90-4:39.43

得　点
学校名

総合

トラック

ﾌｨｰﾙﾄﾞ

混成競技

地区予選会の校数・人数

16.54(+1.3)-46m69-1m70-4:55.75

12.09(-0.3)-6m39(-0.8)-8m36-51.19

16.00(+1.3)-37m67-1m70-4:36.78

11.21(+0.9)-6m54(+0.4)-10m36-52.07

16.38(-1.0)-41m45-1m70-5:44.81

11.78(-0.3)-6m15(+1.5)-11m04-52.11


