
男 子 平成22年度　全九州高等学校体育大会秩父宮賜杯第63回全国高等学校陸上競技対校選手権大会　北九州地区予選大会
大分銀行ドーム 地区名

日　付 種　目

2010/6/18 100m 竹下　裕希 (3) 10.53 永沼　賢治 (2) 10.56 大瀬戸　一馬 (1) 10.64 藤原　豪 (3) 10.78 佐藤　達樹 (3) 10.83 田中  翔太郎 (3) 10.86

風:0.0 福　岡：福岡大附大濠 大　分：大分舞鶴 福　岡：小倉東 福　岡：小倉工 大　分：大分雄城台 長　崎：西陵

2010/6/20 200m 竹下　裕希 (3) 21.17 永沼　賢治 (2) 21.66 大瀬戸　一馬 (1) 21.72 藤原　豪 (3) 21.83 八木  維信 (3) 21.84 小畑  昂太 (3) 22.05

風:-0.4 福　岡：福岡大附大濠 大　分：大分舞鶴 福　岡：小倉東 準)21.70 風:+0.1福　岡：小倉工 長　崎：長崎日本大学 準)21.83 風:+0.3長　崎：壱岐

2010/6/17 400m 八木  維信 (3) 0.47.29 小畑  昂太 (3) 0.47.76 立石  卓也 (3) 0.48.10 永野　佑一 (3) 0.48.14 川本　稜佑 (3) 0.48.27 吉崎　晋介 (3) 0.48.34

長　崎：長崎日本大学 長　崎：壱岐 予)0.47.61 長　崎：佐世保西 福　岡：育徳館 福　岡：自由ケ丘 予)0.48.08 福　岡：自由ケ丘 予)0.48.24

2010/6/19 800m 浅田  龍馬 (3) 1.53.65 白石　竜成 (3) 1.53.75 野口　貴史 (3) 1.54.07 尾崎　貴宣 (3) 1.54.36 塚崎　精人 (3) 1.54.52 尾上  暢 (2) 1.54.86

長　崎：佐世保高専 福　岡：大牟田 佐　賀：鳥栖工 福　岡：九州国際大付 福　岡：高稜 長　崎：長崎北陽台

2010/6/17 1500m 的野  遼大 (3) 3.50.31 白石　竜成 (3) 3.53.28 佐護  啓輔 (3) 3.56.59 前田　晃旗 (1) 3.56.81 林  慎吾 (3) 3.56.99 石田　政 (2) 3.57.35

長　崎：諫早 福　岡：大牟田 長　崎：西彼杵 福　岡：大牟田 予)3.56.18 長　崎：諫早 予)3.56.46 福　岡：九州国際大付 予)3.56.29

2010/6/18 5000m 的野  遼大 (3) 14.28.96 林  慎吾 (3) 14.31.33 冨田　三貴 (2) 14.36.27 山田　稜 (2) 14.36.75 江頭　祐輔 (2) 14.37.03 ﾁｪﾎﾞﾃｨﾋﾞﾝ ｴｾﾞｷｴﾙ (3) 14.41.49

長　崎：諫早 長　崎：諫早 福　岡：大牟田 福　岡：九州国際大付 佐　賀：白石 福　岡：福岡第一

2010/6/20 110mH 原　佑弥 (2) 14.98 村吉　猛 (3) 14.99 橋本　伊織 (2) 15.08 福島　航 (3) 15.14 成迫　泰平 (3) 15.24 大久保  篤志 (3) 15.26

風:-0.3 福　岡：自由ケ丘 準)14.96 風:0.0 福　岡：三池工 福　岡：筑陽学園 準)15.01 風:0.0 福　岡：筑陽学園 大　分：佐伯鶴城 準)15.00 風:0.0 長　崎：佐世保西

2010/6/18 400mH 永野　佑一 (3) 0.52.32 中村　共博 (2) 0.52.74 川本　稜佑 (3) 0.53.84 福島　航 (3) 0.54.25 中島  拓海 (3) 0.54.35 池田  雄太 (3) 0.54.46

福　岡：育徳館 福　岡：小倉工 福　岡：自由ケ丘 福　岡：筑陽学園 長　崎：大村 予)0.54.28 長　崎：海星 予)0.54.38

2010/6/20 3000mSC 土肥  啓人 (3) 9.13.27 堀田  昇世 (3) 9.14.27 相浦  亮 (2) 9.15.50 杵島　啓太 (3) 9.16.99 末永　允 (3) 9.17.08 松隈　是明 (3) 9.20.51

長　崎：鎮西学院 長　崎：川棚 長　崎：諫早 福　岡：大牟田 福　岡：九州国際大付 福　岡：福岡大附大濠

2010/6/17 5000mW 栗田　和成 (3) 22.48.92 日高  基輝 (3) 23.09.38 前田  信士 (3) 23.23.71 田崎  織部 (2) 23.33.45 新井　篤史 (3) 23.58.30 吉原　雄基 (3) 24.10.54

大　分：鶴崎工業 長　崎：西海学園 長　崎：佐世保工 長　崎：諫早農 福　岡：武蔵台 佐　賀：鳥栖工

2010/6/19 4X100mR 福　岡：小倉工 41.53 福　岡：祐誠 41.63 福　岡：自由ケ丘 41.66 福　岡：八女工 41.83 福　岡：福岡大附大濠 41.89 福　岡：東福岡 41.98

  田中　源貴 (2)   矢野　良磨 (3)   藤崎　昻大 (2) 予)41.59   吉川　盛将 (2)   藤崎　晃 (3) 予)41.65   鮎川　亮 (3) 準)41.97

  藤原　豪 (3)   崎山　航希 (2)   松本　滉希 (2)   吉川　慎弥 (3)   鈴木　祐輔 (2)   坂井　泰士 (2)

  座木　隼人 (3)   伊藤　聡一郎 (2)   西村　拓人 (3)   扇　小太郎 (2)   竹下　裕希 (3)   堀　貴英 (3)

  中村　海斗 (1)   別府　寛高 (2)   川内　等意 (2)   只隈　雄一 (3)   山之内　秀治 (3)   木下　裕基 (1)

2010/6/20 男子4X400mR 福　岡：自由ケ丘 3.14.06 福　岡：筑陽学園 3.14.68 長　崎：佐世保西 3.14.72 福　岡：八女工 3.16.26 大　分：杵築 3.16.27 佐　賀：佐賀工 3.16.57

  上野　大輝 (3)   福島　航 (3)   相良  星斗 (2)   清水　誠也 (2)   阿部　利央 (1)   鐘ヶ江　直也 (3)

  松本　滉希 (2)   松井　大記 (3)   菅崎  紘夢 (3)   只隈　雄一 (3)   井村　尚樹 (3)   川浪　翔太 (3)

  吉崎　晋介 (3)   岸　大輝 (3)   薗田  一幹 (2)   扇　小太郎 (2)   杉本　昂亮 (3)   古田　真也 (3)

  川本　稜佑 (3)   尾中　優太 (3)   立石  卓也 (3)   吉川　慎弥 (3)   木村　賢太 (2)   野中　直樹 (2)

2010/6/19 走高跳 竜口　慎平 (3) 2m00 成富　創 (1) 1m97 谷口　真一 (2) 1m94 古賀　拓魅 (1) 1m94 中山  謙 (2) 1m94 中尾  真基 (3) 1m91

福　岡：福岡第一 福　岡：自由ケ丘 福　岡：福翔 福　岡：福岡第一 長　崎：長崎南山 長　崎：長崎工

2010/6/17 棒高跳 稲福　兼人 (3) 4m70 福井  匡亮 (3) 4m30 中川　剛志 (3) 4m30 阿南　良虎 (3) 4m30 縄田　将也 (2) 4m20 一ノ瀬  天也 (3) 4m10

福　岡：若松商 長　崎：佐世保工 福　岡：自由ケ丘 福　岡：福岡第一 福　岡：嘉穂東 長　崎：長崎南山

2010/6/17 走幅跳 原　佑弥 (2) 7m11 -0.2 尾石　利広 (3) 7m08 +0.4 竹島　大喜 (3) 7m06 -0.8 飯田　旭 (1) 7m06 -0.5 塩川　美鶴樹 (3) 7m03 -0.1 長濱　祐太 (3) 6m86 +0.8

福　岡：自由ケ丘 福　岡：小郡 大　分：佐伯鶴城 福　岡：福岡第一 大　分：杵築 大　分：大分雄城台

2010/6/20 三段跳 飯田　旭 (1) 14m52 +0.5 阿比留　明久 (2) 14m34 0.0 今里　拓登 (3) 14m10 -0.2 髙木  健誠 (2) 13m95 0.0 野﨑　光 (3) 13m95 +0.3 児島　有伸 (1) 13m89 +0.3

福　岡：福岡第一 福　岡：福岡第一 福　岡：飯塚 長　崎：口加 福　岡：門司学園 福　岡：城南

2010/6/17 砲丸投 中村  圭一 (3) 14m82 寺坂  翔太 (3) 14m18 川口　　光 (3) 13m83 工藤　博史 (3) 13m81 古賀　明彦 (2) 13m75 緒方　健 (1) 13m74

長　崎：長崎南 長　崎：口加 佐　賀：唐津南 福　岡：苅田工 福　岡：祐誠 福　岡：祐誠

2010/6/20 男子円盤投 佐藤　翔太郎 (3) 45m08 中村  圭一 (3) 41m84 東　大雅 (2) 41m58 田中  克幸 (3) 39m75 工藤　博史 (3) 38m85 倉田　直人 (3) 38m49

大　分：大分雄城台 長　崎：長崎南 福　岡：博多工 長　崎：口加 福　岡：苅田工 福　岡：戸畑

2010/6/18 ハンマー投 倉田　直人 (3) 60m09 日野　有 (3) 52m75 古竹　秀平 (3) 52m63 山下　真人 (3) 51m57 山口　孝明 (3) 51m38 森山  基 (3) 51m14

福　岡：戸畑 GR 福　岡：祐誠 佐　賀：唐津工 福　岡：鞍手竜徳 福　岡：小倉東 長　崎：上対馬

2010/6/19 やり投 恵良　友也 (2) 62m47 冨安　隆太 (3) 61m86 岩本　浩幸 (3) 61m36 本多  貴洋 (3) 58m71 林田  直人 (3) 58m20 山下　元亨 (3) 58m19

福　岡：九州国際大付 福　岡：祐誠 大　分：国東 長　崎：口加 長　崎：口加 福　岡：祐誠

2010/6/17 八種競技 田中　賢慎 (3) 5288 久保　健二 (3) 5175 林  祐太朗 (2) 5034 鶴田  一真 (3) 5005 岩永　敬司 (3) 4772 池尻　薪介 (3) 4746

2010/6/18 福　岡：小倉工 福　岡：城南 長　崎：諫早農 長　崎：上五島 佐　賀：佐賀北 福　岡：誠修

総　合 38.0点 自由ケ丘(福岡) 27.0点 福岡第一(福岡) 23.0点 諫早(長崎) 23.0点 小倉工(福岡) 20.0点 大牟田(福岡) 19.0点 祐誠(福岡)

得　　　点 トラック 23.0点 諫早(長崎) 23.0点 自由ケ丘(福岡) 20.0点 大牟田(福岡) 17.0点 小倉工(福岡) 15.0点 福岡大附大濠(福岡) 15.0点 筑陽学園(福岡)

学　校　名
フィールド 26.0点 16.0点 15.0点 14.0点 11.0点 7.0点

混　成 6.0点 小倉工(福岡) 5.0点 城南(福岡) 4.0点 諫早農(長崎) 3.0点 上五島(長崎) 2.0点 佐賀北(佐賀) 1.0点 誠修(福岡)

GR ： 大会新記録
主催：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

総 務 森﨑　宣和 投て き 審判長 廣末　　敬
ト ラ ッ ク 審 判 榮木　一 混 成 審 判 長 石橋　寿利
跳 躍 審 判 長 田崎　弘宣 記 録 主 任 小俣　秀之

5 位 6 位

北九州地区

1 位 2 位 3 位 4 位

11.49-6m67-10m54-0.52.70

15.66-48m22-1m85-4.56.40

11.42-6m45-10m13-0.50.68

15.98-45m73-1m70-4.46.85

11.23-6m40-9m21-0.52.25

16.42-37m51-1m88-4.51.54

11.24-6m34-10m12-0.49.67

17.72-34m97-1m82-4.45.24

11.22-6m32-11m30-0.52.92

16.82-35m46-1m65-5.05.22

12.01-6m15-8m23-0.52.21

17.13-33m47-1m73-4.13.86

長崎南(長崎)
大分雄城台(大分)
戸畑(福岡)

福岡第一(福岡) 口加(長崎) 自由ケ丘(福岡) 祐誠(福岡)



男子八種競技

日本高校記録 (HR)       5900      中村　明彦 (岡崎城西・愛知)                                 2008        
大会記録 (GR)           5576      音部　拓仁 (長崎・西海学園)                                 2007        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 100m 走幅跳 砲丸投 400m 110mH やり投 走高跳 1500m 総合 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾝ 福　岡 11.49 6m67 10m54 0.52.70 15.66 48m22 1m85 4.56.40

1 735 田中　賢慎 (3) 小倉工 +0.1 0.0 0.0 5288
(755) (736) (518) (694) (772) (562) (670) (581)

ｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ 福　岡 11.42 6m45 10m13 0.50.68 15.98 45m73 1m70 4.46.85
2 655 久保　健二 (3) 城南 +0.5 0.0 0.0 5175

(769) (686) (493) (784) (735) (526) (544) (638)
ﾊﾔｼ  ﾕｳﾀﾛｳ 長　崎 11.23 6m40 9m21 0.52.25 16.42 37m51 1m88 4.51.54

3 111 林  祐太朗 (2) 諫早農 +0.1 +0.4 0.0 5034
(810) (675) (438) (714) (686) (406) (696) (609)

ﾂﾙﾀ  ｶｽﾞﾏ 長　崎 11.24 6m34 10m12 0.49.67 17.72 34m97 1m82 4.45.24
4 46 鶴田  一真 (3) 上五島 +0.1 -0.1 0.0 5005

(808) (661) (493) (830) (551) (370) (644) (648)
ｲﾜﾅｶﾞ ｹｲｼﾞ 佐　賀 11.22 6m32 11m30 0.52.92 16.82 35m46 1m65 5.05.22

5 249 岩永　敬司 (3) 佐賀北 +0.1 0.0 0.0 4772
(812) (657) (564) (685) (643) (377) (504) (530)

ｲｹｼﾞﾘ ｼﾝｽｹ 福　岡 12.01 6m15 8m23 0.52.21 17.13 33m47 1m73 4.13.86
6 635 池尻　薪介 (3) 誠修 +0.1 +0.7 0.0 4746

(649) (619) (380) (716) (611) (348) (569) (854)
ﾑﾗｲ  ｼｭﾝｽｹ 長　崎 11.60 6m19 7m88 0.51.99 17.21 38m71 1m70 4.36.64

7 85 村井  駿介 (2) 長崎南 +0.5 -0.3 0.0 4716
(732) (628) (359) (725) (603) (423) (544) (702)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 大　分 11.89 5m93 8m19 0.54.50 18.49 38m22 1m82 4.41.57
8 435 渡辺　亮太 (3) 佐伯鶴城 +0.5 +0.6 0.0 4449

(673) (571) (378) (619) (478) (416) (644) (670)
ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｷ 福　岡 11.86 6m24 8m34 0.54.34 17.16 36m73 1m60 4.46.83

9 638 野口　勇樹 (3) 直方 +0.5 -0.6 0.0 4435
(679) (639) (386) (626) (608) (395) (464) (638)

ﾅｶﾞﾏﾂ ﾕｳｽｹ 大　分 11.70 5m45 9m31 0.54.11 17.66 41m07 1m50 4.36.36
10 411 永松　佑介 (3) 杵築 +0.5 +0.3 0.0 4368

(711) (471) (444) (635) (557) (458) (389) (703)
ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾔ 佐　賀 11.75 4m90 8m31 0.53.66 19.51 37m24 1m60 4.50.55

11 271 藤井　拓也 (2) 佐賀工 +0.5 +0.2 0.0 3973
(701) (363) (385) (654) (389) (402) (464) (615)

ﾓﾘﾅｶﾞ ｹﾝﾀ 佐　賀 11.81 5m55 5m31 0.52.63 17.13 20m40 1m50 4.35.90
12 248 森永　健太 (2) 佐賀西 +0.1 -0.3 0.0 3960

(689) (492) (209) (697) (611) (167) (389) (706)
ﾄｸｼﾏ ｶﾂｼﾞ 佐　賀 11.90 5m39 7m80 0.55.03 19.28 34m33 1m65 4.56.02

13 269 徳島　克次 (2) 佐賀工 +0.5 0.0 0.0 3938
(671) (459) (354) (598) (408) (361) (504) (583)

ｻｶﾞﾗ  ﾎｼﾄ 長　崎
34 相良  星斗 (2) 佐世保西 DNS

ﾅｶﾉ ﾕｳ 大　分
410 中野　優 (3) 杵築 DNS

ｶﾒｲ ﾕｳﾀﾛｳ 大　分
477 亀井　佑太朗 (3) 大分雄城台 DNS

審 判 長：石橋　寿利
記録主任：小俣　秀之

凡例    DNS：欠場
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