
平成２８年度 全国高等学校総合体育大会 　秩父宮賜杯　第６９回　全国高等学校陸上競技対校選手権大会 北九州

地　区  予  選  会  成  績  表 佐賀県総合運動場 陸上競技場 平成２８年６月１６日(木)～６月１９日(日)

種　目 参加数 風力 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

6月17日 １００ｍ -0.6 12.33 都甲　留愛 (2) 大分舞鶴 12.37 大平穂乃佳 (3) 大分舞鶴 12.37 渡邊　　輝 (2) 諫早 12.44 兒玉　芽生 (2) 大分雄城台 12.44 本山　智菜 (2) 唐津東 12.48 門畑　綾花 (3) 佐世保西 12.50 古川　砂椰 (2) 佐賀北 12.54 樋口　弘華 (3) 佐賀北

6月19日 ２００ｍ -2.7 25.36 大平穂乃佳 (3) 大分舞鶴 25.68 古川　砂椰 (2) 佐賀北 25.70 兒玉　芽生 (2) 大分雄城台 25.83 岩見　夏実 (2) 八幡南 25.84 久保田百恵 (2) 小倉工 25.88 渡邊　　輝 (2) 諫早 25.97 日野　鮎奈 (3) 筑紫丘 26.13 皆良田はるか (3) 佐賀北

6月16日 ４００ｍ 57.07 今村　莉花 (1) 鹿島 57.31 日野　鮎奈 (3) 筑紫丘 57.45 松本　麻優 (3) 諫早 57.62 山下　優香 (3) 上五島 58.05 山﨑　　舞 (3) 大分西 58.21 堀内恵梨紗 (3) 福岡雙葉 59.14 楠久美香子 (3) 鹿島  1:00.28 久坂　桃花 (3) 九産大付九州

6月18日 ８００ｍ  2:10.67 吉岡茉里恵 (3) 近大福岡  2:11.63 小池　莉央 (3) 北九州市立  2:12.34 楠久美香子 (3) 鹿島  2:12.75 御﨑　　舞 (2) 筑紫女学園  2:14.26 井手　彩乃 (3) 大村  2:14.46 松田　珠怜 (3) 口加  2:19.75 仲道　彩音 (2) 大分西  2:20.88 宮川　結衣 (1) 大分西

6月16日 １５００ｍ  4:21.19 工藤　杏華 (3) 大分西  4:22.87 マータモカヤ (1) 大分東明  4:23.39 廣中璃梨佳 (1) 長崎商  4:25.49 花田　咲絵 (3) 筑紫女学園  4:26.63 御﨑　　舞 (2) 筑紫女学園  4:28.04 柴田　佑希 (3) 北九州市立  4:29.03 白石由佳子 (3) 長崎南  4:31.12 宮城亜支亜 (2) 大分東明

6月19日 ３０００ｍ  9:19.77 工藤　杏華 (3) 大分西  9:23.01 森林　未来 (2) 諫早  9:27.00 マータモカヤ (1) 大分東明  9:27.60 廣中璃梨佳 (1) 長崎商  9:28.46 花田　咲絵 (3) 筑紫女学園  9:31.01 白石由佳子 (3) 長崎南  9:31.04 宮城亜支亜 (2) 大分東明  9:36.72 林田　美咲 (2) 北九州市立

6月19日 １００ｍＨ -2.9 14.68 横畑　安笑 (3) 佐賀清和 14.91 北﨑　真琴 (2) 自由ケ丘 14.92 藤原　美咲 (3) 九州国際大付 15.31 濱田　朋佳 (2) 筑紫丘 15.39 佐藤　美憂 (1) 長崎女 15.42 西村　舞花 (3) 長崎南 15.46 今村　莉花 (1) 鹿島 15.65 村上　真凛 (2) 中村学園女

6月17日 ４００ｍＨ  1:01.50 今村　莉花 (1) 鹿島  1:01.75 内田　真倫 (2) 高稜  1:02.27 久坂　桃花 (3) 九産大付九州  1:02.32 知念さやか (3) 福大附属若葉  1:02.39 西村　舞花 (3) 長崎南  1:02.42 青木　光穂 (3) 筑紫女学園  1:02.47 北﨑　真琴 (2) 自由ケ丘  1:03.65 上田　悠花 (3) 中村学園女

6月16日 ５０００ｍＷ ● 24:10.93 藤井菜々子 (2) 北九州市立 ● 24:17.37 高尾　玲奈 (3) 柳川 ● 24:31.14 三崎　綺華 (2) 北九州市立 24:50.05 上野　遥香 (3) 近大福岡 26:47.14 森田　穂香 (3) 佐世保西 26:58.22 久保川真李 (3) 佐世保商 27:47.95 古賀　稚菜 (2) 佐賀清和 28:18.64 寺尾　真世 (2) 諫早商

6月18日 ４×１００ｍ 47.29 竹下　夏海 (3) 大分舞鶴 47.44 本村　安純 (3) 中村学園女 47.45 樋口　弘華 (3) 佐賀北 47.82 小野原亜純 (2) 九州国際大付 47.86 住田　菜々 (2) 筑紫女学園 48.25 谷口　瑞季 (3) 純心女 48.32 本山　陽菜 (2) 唐津東 48.50 島谷稚菜美 (3) 長崎女

松屋　芽衣 (3) スミス珠理愛 (1) 古川　砂椰 (2) 塩月なつみ (3) 猪瀬　　唯 (2) 山﨑　百華 (1) 本山　智菜 (2) 佐藤　美憂 (1)

都甲　留愛 (2) 上田　悠花 (3) 白石　実里 (2) 藤原　美咲 (3) 堀内　沙耶 (2) 末吉　花帆 (2) 有吉　真生 (3) 松竹　美蕗 (2)

大平穂乃佳 (3) 松原　未夢 (2) 皆良田はるか (3) 原田　菜摘 (1) 柳　亜里咲 (3) 池上　果歩 (1) 吉井　晴海 (3) 深井まどか (2)

6月19日 ４×４００ｍ  3:52.25 細岡　菜花 (3) 佐賀北  3:52.92 吉高　夏海 (2) 大分西  3:53.58 戸塚　綾美 (2) 中村学園女  3:55.98 立石　彩紗 (2) 八幡南  3:56.15 西山　真夢 (3) 筑紫女学園  3:56.24 中邑　寧々 (2) 高稜  3:57.08 伊藤　菜月 (3) 諫早  4:00.58 西村　舞花 (3) 長崎南

古川　砂椰 (2) 山﨑　　舞 (3) 松原　未夢 (2) 藤田　千恵 (3) 堀内　沙耶 (2) 内田　真倫 (2) 渡邊　　輝 (2) 畔崎　　玲 (3)

白石　実里 (2) 金子史絵奈 (2) 本村　安純 (3) 河北　歩実 (1) 上野　遥香 (2) 池田　茉由 (3) 岩永　紗和 (3) 部原　美伊 (3)

皆良田はるか (3) 仲道　彩音 (2) 上田　悠花 (3) 岩見　夏実 (2) 柳　亜里咲 (3) 齋藤　沙羅 (3) 松本　麻優 (3) 宮田あかり (3)

6月16日 走高跳 1m65 樋口　愛莉 (1) 中村学園女 1m62 米村　知佳 (1) 中村学園女 1m59 中村明日香 (1) 龍谷 1m56 伊勢　　夏 (2) 修猷館 1m56 川久保莉那 (3) 福翔 1m53 長岡　恭花 (3) 大村 1m53 園田ジュリナ (3) 三重総合

1m53 渡邉　智世 (2) 杵築

6月18日 走幅跳   5m70 上田明香里 (3) 東筑   5m68 松原　未夢 (2) 中村学園女   5m65 宮地　海希 (3) 佐伯鶴城   5m63 藤井　　碧 (2) 福大附属若葉   5m62 村上　南帆 (3) 東筑紫   5m62 山﨑　百華 (1) 純心女   5m56 金子史絵奈 (2) 大分西   5m37 関戸　夏未 (1) 長崎南

+3.5 公認（5m40(+1.2)） +1.2 +1.4 +2.5 公認（5m50(+1.3)） +2.7 公認（5m44(+0.2)） +3.4 公認なし +3.3 公認（5m55(+1.1)） +3.7 公認（5m31(+0.7)）

6月19日 砲丸投  12m67 大庭　早瑛 (3) 自由ケ丘  12m35 上原　日和 (2) 中村学園女  12m28 中村真奈美 (2) 佐賀北  12m05 尾道明日菜 (2) 自由ケ丘  11m95 寺﨑　友香 (3) 福大附属若葉  11m85 渡部　真実 (3) 口加  11m43 古賀　瑞穂 (3) 中村学園女  10m77 堤　ひかり (2) 佐賀清和

6月17日 円盤投  37m91 寺﨑　友香 (3) 福大附属若葉  36m72 古賀　瑞穂 (3) 中村学園女  34m93 桃井里咲子 (2) 筑前  33m93 太田　紗矢 (3) 鞍手竜徳  33m42 佐藤　愛子 (3) 大分雄城台  33m16 渡部　真実 (3) 口加  32m41 峰原　彩水 (3) 西海学園  32m03 鶴　　千聖 (3) 長崎女

6月16日 やり投  49m07 上田　百寧 (2) 中村学園女  47m28 古藤　寧々 (3) 長崎南  44m66 岩本　千穂 (3) 祐誠  43m09 桒原千賀子 (2) 福大附属若葉  41m94 今村　美里 (2) 八幡南  41m35 田島　晶美 (3) 佐伯豊南  39m52 山田　桃愛 (3) 八女  38m42 児玉　美香 (3) 純真

七種競技  4401 本庄　初音 (3) 近大福岡  4193 近藤　眞世 (3) 筑紫女学園  4183 重岡　真穂 (3) 福大附属若葉  4023 山瀬　未来 (3) 長崎商  4015 髙松　奈未 (2) 中村学園女  3815 若杉　有紀 (3) 長崎南  3710 荒木　鈴奈 (2) 長崎南  3586 石井ちはる (3) 早稲田佐賀

100mH-HJ-SP-200m  15.11(+1.1)-1m55-8m81-26.69(-0.8)  16.34(+1.1)-1m49-7m62-26.19(-0.8)  16.54(+1.3)-1m52-8m97-28.60(-1.4)  17.03(+1.3)-1m52-7m31-27.46(-0.8)  14.92(+1.3)-1m35-6m89-26.64(-1.4)  17.59(+1.3)-1m35-9m83-27.79(-0.8)  16.46(+1.1)-1m46-6m43-27.95(-1.4)  17.27(+1.3)-1m40-7m54-28.10(-1.4)

 LJ-JT-800m  4m99(+2.7)-27m83-2:28.41  4m97(+0.6)-31m07-2:28.99  4m93(+0.2)-33m90-2:25.32  5m00(+0.6)-29m17-2:26.50  5m23(+1.7)-25m04-2:35.42  4m67(+0.8)-32m85-2:33.05  4m73(-0.1)-24m63-2:31.23  5m28(+1.5)-22m70-2:42.97

中村学園女 大分舞鶴 福大附属若葉 筑紫女学園 大分西 佐賀北 鹿島 北九州市立

大分舞鶴 大分西 鹿島 北九州市立 佐賀北 筑紫女学園 諫早 近大福岡

中村学園女 福大附属若葉 自由ケ丘 東筑 長崎南 祐誠 筑前 佐賀北

筑前

佐賀北

龍谷

佐伯鶴城

近大福岡 筑紫女学園 福大附属若葉 長崎商 中村学園女 長崎南

時現在 風　向 気　温 湿　度 天　候 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ 主 催 者　九　州 高 等 学 校 体 育 連 盟

地区予選会校数、人数 12:00 東南東 24℃ 83% 雨 　九　州  陸  上  競  技  協  会

 　 　９０校 12:00 南東 27℃ 59% 晴れ 記録主任 小城　典隆 印

　　４５３名 12:00 南 29℃ 52% 晴れ 総　　務 北村　　健 印

　● 大会新 12:00 南南東 29℃ 71% 晴れ 審 判 長 田中　修司 印
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