
女 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 三代　友紀 (2) 12.12 大上　紗弥花 (3) 12.20 島田沙絵 (1) 12.25 甲斐　愛美 (3) 12.42 江口理可子 (3) 12.46 石橋優里華 (3) 12.51

風:+0.5 大　分：大分雄城台 福　岡：中村学園女 長　崎：長崎南 福　岡：八幡 長　崎：佐世保西 長　崎：諫早商
2010/6/20 200m 関愛里咲 (3) 24.92 三代　友紀 (2) 25.02 大上　紗弥花 (3) 25.14 木原　舞弓 (3) 25.35 島田沙絵 (1) 25.37 藤田　知香 (3) 25.39

風:-0.2 長　崎：長崎女 大　分：大分雄城台 福　岡：中村学園女 福　岡：筑紫丘 長　崎：長崎南 大　分：大分舞鶴

2010/6/17 400m 木原　舞弓 (3) 0.55.44 福嶋　美和子 (2) 0.56.10 杉山　真奈穂 (3) 0.56.16 井上　瑠香 (3) 0.56.29 島田奈津美 (2) 0.56.63 濱田　祐実 (1) 0.57.09

福　岡：筑紫丘 福　岡：筑紫女学園 福　岡：筑紫女学園 福　岡：中村学園女 長　崎：長崎南 大　分：佐伯豊南

2010/6/19 800m 福嶋　美和子 (2) 2.08.75 園田　聖子 (1) 2.10.37 福内　櫻子 (2) 2.11.77 加来　華奈 (3) 2.11.79 濵野　未希 (2) 2.12.03 池田真陽 (3) 2.12.58

福　岡：筑紫女学園 福　岡：筑紫女学園 福　岡：近大福岡 福　岡：自由ケ丘 福　岡：八幡 長　崎：島原
2010/6/17 1500m 森智香子 (3) 4.24.81 木村　友香 (1) 4.25.05 狩生　あおい (3) 4.31.09 宮本　淳美 (3) 4.31.09 佐々木　伽歩 (2) 4.32.38 宮﨑　悠香 (3) 4.33.37

長　崎：諫早 福　岡：筑紫女学園 大　分：文理大附属 福　岡：北九州市立 福　岡：筑紫女学園 佐　賀：鹿島
2010/6/20 3000m 木村　友香 (1) 9.18.49 森智香子 (3) 9.24.97 矢野　栞理 (1) 9.27.54 日高　侑紀 (3) 9.29.27 中尾　千明 (3) 9.31.17 園田　聖子 (1) 9.31.23

福　岡：筑紫女学園 長　崎：諫早 福　岡：北九州市立 福　岡：北九州市立 福　岡：北九州市立 福　岡：筑紫女学園

2010/6/20 100mH 田邉　ちひろ (3) 14.46 中島　美咲 (3) 14.64 佐谷　沙希 (3) 14.71 窪山　菜月 (1) 14.79 瀬川都美香 (3) 14.86 津村　有紀 (3) 14.86

風:-0.2 大　分：杵築 準)14.39風:0.0 福　岡：自由ケ丘 福　岡：中村学園女 準)14.65風:+0.4 福　岡：小郡 予)14.71風:0.0 長　崎：長崎女 福　岡：春日
2010/6/18 400mH 杉山　真奈穂 (3) 1.00.55 森　　鮎美 (2) 1.01.27 川野　毬菜 (2) 1.01.90 池田　智美 (2) 1.02.08 牧野　絵莉子 (3) 1.02.13 前田　千絢 (2) 1.02.69

福　岡：筑紫女学園 佐　賀：佐賀北 大　分：佐伯鶴城 福　岡：小倉工 福　岡：城南 福　岡：三池 予)1.02.52

2010/6/17 3000mW 金﨑葵 (3) 13.57.33 保坂　真里奈 (2) 14.23.50 横田　あゆみ (3) 14.24.92 畑中　佳菜子 (3) 14.26.27 小野　美咲 (3) 14.40.99 山本　朋代 (3) 15.15.30

長　崎：長崎南 福　岡：北九州市立 福　岡：九州国際大付 福　岡：近大福岡 福　岡：柳川 大　分：大分西
2010/6/19 4X100mR 福　岡：中村学園女 47.24 佐　賀：佐賀北 47.62 長　崎：長崎南 47.91 長　崎：長崎女 48.01 長　崎：佐世保西 48.43 福　岡：筑紫女学園 48.47

森山　絵美里 (1) 北村　悠衣 (2) 予)47.38 長坂采佳 (3) 瀬川都美香 (3) 川野寿美礼 (3) 秋根　由香 (3)
大上　紗弥花 (3) 森　　鮎美 (2) 小柳結莉 (2) 関愛里咲 (3) 江口理可子 (3) 杉山　真奈穂 (3)
井上　瑠香 (3) 近藤　朱里 (3) 島田奈津美 (2) 寺田優美 (2) 立花久恵 (3) 井上　理菜 (2)
北道　理紗子 (1) 八谷　美里 (2) 島田沙絵 (1) 嶋田紅音 (3) 村里奏子 (1) 大蔵　早紀 (3)

2010/6/20 4X400mR 福　岡：筑紫女学園 3.48.99 福　岡：中村学園女 3.51.14 長　崎：長崎南 3.51.57 佐　賀：佐賀北 3.52.55 福　岡：高稜 3.53.51 福　岡：自由ケ丘 3.55.18

大蔵　早紀 (3) 広島　有倫 (2) 長坂采佳 (3) 森屋　あやめ (3) 中原　明依 (3) 古海　新子 (2)
杉山　真奈穂 (3) 大上　紗弥花 (3) 島田沙絵 (1) 八谷　美里 (2) 谷本　麻奈美 (2) 加来　華奈 (3)
前川　萌那 (2) 北道　理紗子 (1) 山形栞 (3) 近藤　朱里 (3) 平山　遥 (2) 甲斐　遥香 (2)
福嶋　美和子 (2) 井上　瑠香 (3) 島田奈津美 (2) 北村　悠衣 (2) 藤谷　明日香 (3) 中川　花菜 (3)

2010/6/17 走高跳 高島　柚佳 (3) 1m66 村上　佑琳子 (2) 1m65 平山　遥 (2) 1m65 緒方　萌子 (3) 1m62 上田　栞菜 (1) 1m59 古賀　　恵 (3) 1m59

福　岡：中村学園女 福　岡：中村学園女 福　岡：高稜 福　岡：筑前 大　分：佐伯鶴城 佐　賀：佐賀東 *DA
南原志保 (3) 1m59

長　崎：口加
2010/6/19 走幅跳 河津　美幸 (2) 5m690.0 池松　佳恵 (2) 5m50-0.5 川野寿美礼 (3) 5m47+0.9 中川　秋奈 (2) 5m45-0.2 井上美咲 (2) 5m43+0.2 坂本　典子 (3) 5m390.0

大　分：藤蔭 福　岡：三井 長　崎：佐世保西 福　岡：高稜 長　崎：大村 福　岡：八女
2010/6/20 砲丸投 伊藤　早 (3) 13m01 大森　かりん (3) 12m69 松尾美幸 (3) 12m16 松尾光希子 (3) 12m12 山本　匠子 (1) 11m78 平真帆 (3) 11m57

福　岡：自由ケ丘 福　岡：福大若葉 長　崎：口加 長　崎：長崎南 大　分：大分雄城台 長　崎：口加
2010/6/18 円盤投 平真帆 (3) 36m95 元木　綾乃 (2) 36m55 床嶋　真奈美 (3) 35m58 森山　みどり (2) 34m97 武末　由香 (3) 34m88 福田　安理紗 (3) 34m86

長　崎：口加 福　岡：福大若葉 福　岡：祐誠 福　岡：祐誠 福　岡：筑前 福　岡：近大福岡

2010/6/17 やり投 松尾美幸 (3) 51m08 永嶋　咲花 (2) 44m35 中野　晴菜 (3) 44m02 高橋　真理弥 (3) 43m14 平川　愛 (3) 42m56 西田美里 (2) 41m83

長　崎：口加 GR 福　岡：近大福岡 福　岡：明善 福　岡：小倉東 大　分：大分雄城台 長　崎：口加
2010/6/18 七種競技 前川　萌那 (2) 4504 藤谷　明日香 (3) 4419 松尾光希子 (3) 4403 薄　美希 (3) 4326 藤原　朋美 (2) 4184 吉田　優希 (3) 4013

2010/6/19 福　岡：筑紫女学園 福　岡：高稜 長　崎：長崎南 福　岡：高稜 福　岡：福大若葉 大　分：佐伯鶴城

総　合 53.0点 筑紫女学園(福岡) 38.0点 中村学園女(福岡) 29.0点 長崎南(長崎) 18.5点 口加(長崎) 17.0点

得　　　点
トラック 47.0点 筑紫女学園(福岡) 27.0点 中村学園女(福岡) 22.0点 長崎南(長崎) 17.0点 北九州市立(福岡) 13.0点 佐賀北(佐賀) 11.0点

学　校　名
フィールド 18.5点 11.0点 10.0点 7.0点 6.0点

混　成 8.0点 6.0点 4.0点 2.0点 1.0点

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 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

14.98-1m43-10m21-27.02
5m00-32m56-2.23.34

16.13-1m52-8m48-27.30
5m24-32m63-2.21.24

15.29-1m43-11m91-27.18
5m21-35m68-2.46.42

15.57-1m58-7m67-27.42
5m36-27m45-2.29.16

16.32-1m55-9m19-27.69
5m11-29m83-2.34.67

16.40-1m40-10m47-27.63
5m34-27m25-2.43.29

DA ： 代表決定試技

福大若葉(福岡)
祐誠(福岡)
高稜(福岡）

自由ケ丘(福岡)
藤蔭(大分）

佐伯鶴城(大分)

諫早(長崎)
大分雄城台(大分)

高稜(福岡)
北九州市立(〃)

高稜(福岡) 筑紫女学園(福岡) 長崎南(長崎) 福大若葉(福岡)

口加(長崎) 中村学園女(福岡)



女子七種競技 [改訂]

日本高校記録 (HR)       5384      笹原　瑞世 (添上・奈良)                                     2002        
大会記録 (GR)           4786      山添　一慧 (長崎・長崎女子)                                   2005        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 100mH 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m 総合 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｴｶﾜ ﾓｴﾅ 福　岡 14.98 1m43 10m21 27.02 5m00 32m56 2.23.34

1 656 前川　萌那 (2) 筑紫女学園 0.0 0.0 0.0 4504
(844) (544) (543) (710) (559) (525) (779)

ﾌｼﾞﾀﾆ ｱｽｶ 福　岡 16.13 1m52 8m48 27.30 5m24 32m63 2.21.24
2 684 藤谷　明日香 (3) 高稜 0.0 0.0 0.0 4419

(698) (644) (430) (687) (626) (527) (807)
ﾏﾂｵ  ﾐｷｺ 長　崎 15.29 1m43 11m91 27.18 5m21 35m68 2.46.42

3 58 松尾  光希子 (3) 長崎南 0.0 0.0 +1.3 4403
(804) (544) (655) (697) (617) (585) (501)

ｽｽｷ ﾐｷ 福　岡 15.57 1m58 7m67 27.42 5m36 27m45 2.29.16
4 682 薄　美希 (3) 高稜 0.0 +0.3 0.0 4326

(768) (712) (378) (677) (660) (428) (703)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓﾐ 福　岡 16.32 1m55 9m19 27.69 5m11 29m83 2.34.67

5 632 藤原　朋美 (2) 福大若葉 0.0 +0.3 +0.7 4184
(676) (678) (477) (655) (589) (473) (636)

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 大　分 16.40 1m40 10m47 27.63 5m34 27m25 2.43.29
6 418 吉田　優希 (3) 佐伯鶴城 0.0 +0.3 -0.9 4013

(666) (512) (560) (660) (654) (425) (536)
ﾂﾀﾞ ｷﾖｶ 佐　賀 18.00 1m49 7m73 27.68 4m54 32m22 2.37.79

7 209 津田　聖佳 (3) 鳥栖商 0.0 +0.3 +1.2 3691
(488) (610) (382) (656) (438) (519) (598)

ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅﾐ 大　分 16.30 1m40 7m61 27.07 4m73 22m03 2.37.89
8 469 松田　奈々美 (3) 大分舞鶴 0.0 0.0 +0.4 3681

(678) (512) (374) (706) (487) (327) (597)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｵﾘ 大　分 18.21 1m35 7m70 29.17 4m83 30m26 2.37.85

9 423 藤原　香 (3) 佐伯鶴城 0.0 0.0 -1.1 3443
(467) (460) (380) (542) (514) (482) (598)

ﾄﾐﾅｶﾞ  ﾕｲ 長　崎 18.20 1m40 6m95 27.65 4m64 21m62 2.32.84
10 46 富永  結衣 (1) 長崎女 0.0 +0.3 +0.5 3412

(468) (512) (332) (659) (464) (319) (658)
ｸﾉ ﾐｽﾞｷ 佐　賀 17.96 1m40 5m99 29.24 4m60 26m83 2.30.11

11 249 久野　瑞季 (2) 佐賀商 0.0 0.0 +0.1 3375
(493) (512) (271) (537) (454) (417) (691)

ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 大　分 17.23 1m40 7m52 28.69 4m34 24m58 2.40.36
12 479 伊東　瑞希 (3) 大分雄城台 0.0 +0.3 0.0 3359

(571) (512) (368) (577) (388) (374) (569)
ﾀﾁﾊﾞﾅ  ﾋｻｴ 長　崎 17.18 1m35 8m42 27.73

21 立花  久恵 (3) 佐世保西 0.0 +0.3 2115 DNF
(576) (460) (427) (652)

ｻｶﾐ ｱﾔ 佐　賀 18.61 1m35 6m74 DNS
260 坂見　亜耶 (3) 牛津 0.0 1205 DNF

(427) (460) (318) (0)
ｺﾔﾅｷﾞ  ﾕﾘ 長　崎 15.28 NM DNS

59 小柳  結莉 (2) 長崎南 0.0 805 DNF
(805) (0) (0)

ｺｶﾞ ﾒｸﾞﾐ 佐　賀
221 古賀　　恵 (3) 佐賀東 DNS

審 判 長：石橋　寿利
記録主任：小俣　秀之
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