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第８３回九州学生陸上競技対校選手権大会
決勝一覧表

沖縄県総合運動公園陸上競技場
日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子 5/11 １００ｍ 武田　雄平 10.52 中野　大輝 10.61 東　克俊 10.63 松本　滉希 10.66 新崎　哲史 10.73 高岡　晃 10.79 小森　翔 10.81 新村　真人 11.05
福岡･九州情報大学 +1.9 兵庫･鹿屋体育大学 +1.9 鹿児島･福岡大学 +1.9 福岡･九州情報大学 +1.9 沖縄･琉球大学 +1.9 熊本･熊本大学 +1.9 長崎･名桜大学 +1.9 沖縄･琉球大学 +1.9 

男子 5/12 ２００ｍ 森竹　勇介 21.32 富田　尊博 21.88 下司　桃太郎 22.03 田中　源貴 22.09 松井　俊樹 22.12 藤田　健嗣 22.19 岩本　大貴 22.26 中野　大輝 1:56.05
沖縄･名桜大学 +0.2 熊本･熊本大学 +0.2 福岡･福岡大学 +0.2 福岡･九州共立大学 +0.2 愛知･鹿屋体育大学 +0.2 佐賀･福岡大学 +0.2 熊本･熊本大学 +0.2 兵庫･鹿屋体育大学 +0.2 

男子 5/11 ４００ｍ 上妻　昇太 48.35 岩本　大貴 49.20 立石　卓也 49.40 奥野　大輔 49.47 高野　陸 49.68 松井　俊樹 49.95 山内　孝太 50.57 中村　司 55.26
佐賀･福岡大学 熊本･熊本大学 熊本･熊本大学 大分･大分大学 大分･福岡教育大学 愛知･鹿屋体育大学 沖縄･名桜大学 熊本･九州共立大学

男子 5/12 ８００ｍ 松尾　郁哉  1:50.92 内田　幹一  1:53.11 森岡　晃史  1:53.45 篠森　聖司  1:54.76 千輪　浩平  1:54.98 中村　太樹  1:56.60 田口　泰広  2:00.60 片瀬　誠  2:01.90
長崎･長崎大学 NGR 佐賀･九州共立大学 北海道･熊本大学 山口･九州共立大学 福岡･九州情報大学 鹿児島･鹿児島大学 熊本･鹿屋体育大学 熊本･九州国際大学

男子 5/11 １５００ｍ 沖中　啓太  3:59.36 片瀬　誠  3:59.39 永井　智大  3:59.93 土肥　啓人  4:01.87 平田　圭  4:02.86 吉村　航平  4:06.42 鮎川　航大  4:07.79 別府　翔太  4:08.21
広島･福岡大学 熊本･九州国際大学 鹿児島･第一工業大学 長崎･鹿屋体育大学 広島･鹿屋体育大学 長崎･九州産業大学 鹿児島･鹿児島大学 鹿児島･福岡大学

男子 5/10 ５０００ｍ JOHN KARIUKI 14:48.05 畑山　修生 14:57.14 小川　尚人 15:14.29 平野　隆之 15:17.56 中島　涼輔 15:18.60 山下　奨平 15:26.71 増田　悠大 15:30.29 寺田　耕作 15:30.96
鹿児島･第一工業大学 大分･日本文理大学 大分･九州国際大学 熊本･熊本大学 福岡･九州大学 鹿児島･第一工業大学 大分･日本文理大学 鹿児島･鹿児島国際大学

男子 5/12 １００００ｍ 畑山　修生 31:04.09 石川　徹平 31:07.05 平野　隆之 31:16.07 久間　康博 31:25.75 飛松　佑輔 31:30.66 川谷　勇貴 31:44.79 増田　悠大 31:49.00 寺田　耕作 32:08.12
大分･日本文理大学 鹿児島･第一工業大学 熊本･熊本大学 長崎･長崎大学 鹿児島･第一工業大学 長崎･九州国際大学 大分･日本文理大学 鹿児島･鹿児島国際大学

男子 5/11 １１０ｍＨ 笹部　弘祥 14.43 佐々木　拓 14.65 木原　啓輔 14.79 吉住　康平 14.82 佐藤　雅也 14.89 松島　竜太 14.95 正木　友海 14.97 本多　健一郎 15.04
(1.067m) 広島･福岡大学 +0.4 島根･熊本大学 +0.4 佐賀･福岡大学 +0.4 熊本･九州共立大学 +0.4 大分･福岡大学 +0.4 島根･福岡教育大学 +0.4 佐賀･九州共立大学 +0.4 福岡･九州情報大学 +0.4 

男子 5/10 ４００ｍＨ 記野　友晴 51.48 江頭　義仁 52.65 佐々木　拓 52.74 多田　陽太 53.29 尾石　幸広 53.70 吉田　恭一郎 53.99 中尾　誠一 55.05 江口　駿太 55.09
(0.914m) 福島･福岡大学 福岡･福岡大学 島根･熊本大学 愛媛･福岡大学 福岡･西日本工業大学 熊本･熊本大学 佐賀･九州共立大学 佐賀･九州共立大学

男子 5/10 ３０００ｍＳＣ 三牧　真也  9:24.93 別府　翔太  9:38.16 松永　健太  9:44.12 木下　幸大  9:47.66 古川　浩太郎  9:48.94 米田　瑛久  9:54.98 高村　亨平  9:56.82 今手　亮  9:59.61
鹿児島･第一工業大学 鹿児島･福岡大学 鹿児島･第一工業大学 山口･福岡大学 福岡･福岡大学 鹿児島･鹿児島大学 福岡･九州国際大学 沖縄･沖縄国際大学

男子 5/11 １００００ｍＷ 中谷　勇人 46:23.78 吉永　宗一郎 46:27.23 吉村　健人 47:26.93 富田　馨 49:55.91 古閑　紀光 54:15.19 加來　成也 56:35.91 萱原　卓也 58:55.89 米田　瑛久 59:46.66
鹿児島･鹿屋体育大学 長崎･福岡大学 鹿児島･鹿児島国際大学 福岡･九州国際大学 福岡･福岡大学 熊本･久留米大学 兵庫･鹿屋体育大学 鹿児島･鹿児島大学

男子 5/11 走高跳 岩本　航 2m08 中野　裕登 2m05 同順：外間　友喜 2m05 山中　亮磨 2m00 有田　祥太 2m00 島　翔太郎 2m00 藤　博文 2m00 竜口　慎平 1m95
福岡･福岡大学 京都･鹿屋体育大学 沖縄･福岡大学 鹿児島･鹿屋体育大学 熊本･鹿屋体育大学 福岡･西日本工業大学 福岡･西日本工業大学 福岡･九州共立大学

男子 5/10 棒高跳 桃原　傑 4m80 白山　貴士 4m70 阿南　良虎 4m70 山城　祐介 4m40 元松　泰輝 4m40 布木　勇人 4m20 佐伯　公 4m00
沖縄･福岡大学 福岡･福岡大学 福岡･福岡大学 沖縄･名桜大学 福岡･九州共立大学 大分･琉球大学 熊本･熊本学園大学

男子 5/11 走幅跳 小森　翔 7m16 祇園下　千裕 7m13 笹本　健太 7m04 内田　涼太 6m97 大城　裕弥 6m93 屋良　太章 6m91 舛田　侑太 6m81 内田　祐太朗 6m76
長崎･名桜大学 +0.3 熊本･福岡大学 +1.5 長崎･長崎大学 +0.2 福岡･福岡大学 -1.1 沖縄･名桜大学 +0.5 沖縄･名桜大学 +1.9 広島･九州共立大学 +1.3 長崎･長崎大学 +1.5 

男子 5/10 三段跳 阿比留　明久 15m83 屋良　太章 15m51 黒木　雄太朗 15m34 内田　祐太朗 15m14 原田　諭 14m76 木原　雅登 14m73 相良　涼介 14m32 富永　尚樹 14m29
福岡･福岡大学 +5.9 沖縄･名桜大学 +3.1 宮崎･九州共立大学 +3.5 長崎･長崎大学 +2.9 福岡･西南学院大学 +3.9 滋賀･福岡大学 +3.2 福岡･九州共立大学 +4.7 宮崎･鹿屋体育大学 +3.8 

男子 5/12 砲丸投 豊里　健  15m82 中野　宏基  14m22 荻田　知明  14m16 蔵座　元気  14m16 山田　真史  13m67 山田　恭輔  13m36 阿比留　大地  13m24 原田　翔平  12m77
(7.260kg) 沖縄･鹿屋体育大学 香川･九州情報大学 香川･鹿屋体育大学 宮崎･九州情報大学 広島･九州共立大学 京都･鹿屋体育大学 長崎･九州共立大学 山口･九州工業大学

男子 5/10 円盤投 厚見　幸  44m73 佐藤　翔太郎  42m28 濱田　正信  41m87 田中　大地  41m10 宇良　宗松  40m52 梶川　世紀  40m31 東　大雅  39m40 江藤　湧志  37m21
(2.000kg) 広島･九州共立大学 大分･鹿屋体育大学 長崎･鹿児島大学 鹿児島･九州共立大学 沖縄･名桜大学 岡山･九州共立大学 福岡･九州情報大学 福岡･九州情報大学

男子 5/11 ハンマー投 倉田　直人  62m53 桐谷　孝司  58m96 橋尾　伊武季  57m44 野平　真之介  57m24 池内　弘  57m20 高垣　奬義  54m53 斉藤　有生  49m77 堅道　一太郎  47m79
(7.260kg) 福岡･九州共立大学 大阪･九州共立大学 和歌山･鹿屋体育大学 熊本･九州共立大学 香川･鹿屋体育大学 広島･鹿屋体育大学 山口･福岡大学 鹿児島･九州情報大学

男子 5/10 やり投 松谷　昂星  69m23 林田　直人  69m14 笠野　眞樹  68m87 道上　雅晃  65m22 假屋　圭一郎  64m77 仲宗根　幸栄  61m35 末永　裕輝  57m37 目野　泰平  54m36
(0.800kg) 島根･九州共立大学 長崎･鹿屋体育大学 鹿児島･九州共立大学 広島･九州共立大学 宮崎･九州情報大学 沖縄･名桜大学 福岡･福岡大学 福岡･九州大学

男子 5/10 十種競技 西山　尚伸  6144 坂本　都志記  6097 田中　賢慎  6055 上村　匠  6009 菊村　風穂  5495 鹿毛　脩玄  5182
5/11 熊本･鹿屋体育大学 福岡･鹿屋体育大学 福岡･福岡大学 鹿児島･福岡大学 鹿児島･鹿児島大学 神奈川･鹿屋体育大学

11.50/-3.2
6m75/+3.2
10m38-1m85
51.23

11.81/-3.2
7m01/+3.3
9m54-1m85
52.51

11.71/-3.2
6m84/+3.5
9m98-1m80
54.07

12.17/-3.2
6m66/+4.5
10m18-1m93
54.15

12.20/-3.2
6m05/+3.2
8m90-1m80
53.58

12.13/-3.2
6m28/+3.6
9m41-1m85
56.02

15.77/-1.2
21m98-3m60
40m46-4:41.22

15.73/-1.2
20m80-3m10
59m51-4:53.06

15.28/-1.2
26m85-3m60
49m37-5:07.96

16.73/-1.2
23m76-4m00
51m37-4:58.88

16.44/-1.2
23m11-3m80
37m30-4:52.83

17.21/-1.2
21m08-2m50
49m66-5:09.09

男子 5/11 ４×１００ｍ 九州情報大学 40.89 福岡大学 40.91 熊本大学 41.22 志學館大学 41.60 名桜大学 41.61 西日本工業大学 42.57 長崎大学 42.62 鹿屋体育大学 44.09
  武田　親臣   東　克俊   鈴木　祥   佐抜　勇生   寺本　悠祐   藤崎　昴大   江田　靖幸   斉藤　静真
  武田　雄平   下司　桃太郎   高岡　晃   前田　佳樹   森竹　勇介   中平　研吾   松尾　龍太   中野　大輝
  松本　滉希   笹部　弘祥   岩本　大貴   井之上　孝平   赤崎　拓真   田中　正人   笹本　健太   伊賀野　大
  崎山　航樹   梅崎　祐介   富田　尊博   中島　香寿美   小森　翔   尾石　幸広   西岡　孝樹   松井　俊樹

男子 5/12 ４×４００ｍ 熊本大学  3:14.42 福岡大学  3:14.93 九州共立大学  3:15.30 福岡教育大学  3:20.03 長崎大学  3:21.32 鹿児島大学  3:21.48 名桜大学  3:24.34 九州情報大学  3:25.93
  鈴木　祥   福島　航   中川　寛顕   古田　周作   梅崎　俊樹   冨永　拓臣   鮎川　亮   崎山　航樹
  高岡　晃   記野　友晴   佐々木　大地   高野　陸   笹本　健太   安武　祐貴   平城　暁史   武田　雄平
  立石　卓也   藤田　健嗣   篠森　聖司   野口　健太   松尾　龍太   中村　太樹   津波古　陸斗   田山　凌
  岩本　大貴   橋本　伊織   末益　潤   武田　拓   山根　優   麓　大輔   山内　孝太   田上　敦士

男子トラックの部 福岡大学 111点 熊本大学 72点 第一工業大学 42点 鹿屋体育大学 37点 九州共立大学 34点 九州情報大学 27点 九州国際大学 24点 日本文理大学 19点
福岡 熊本 鹿児島 鹿児島 福岡 福岡 福岡 大分

男子フィールドの部 九州共立大学 76点 福岡大学 62.5点 鹿屋体育大学 60.5点 名桜大学 34点 九州情報大学 20点 長崎大学 12点 鹿児島大学 6点 西日本工業大学 5点
福岡 福岡 鹿児島 沖縄 福岡 長崎 鹿児島 福岡

男子総合の部 福岡大学 184.5点 鹿屋体育大学 115.5点 九州共立大学 110点 熊本大学 72点 名桜大学 52点 九州情報大学 47点 第一工業大学 42点 長崎大学 31点
福岡 鹿児島 福岡 熊本 沖縄 福岡 鹿児島 長崎

100m
走幅跳

砲丸投-走高跳
400m

110mH
円盤投-棒高跳
やり投-1500m

凡例（NGR:大会新記録）
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第８３回九州学生陸上競技対校選手権大会
決勝一覧表

沖縄県総合運動公園陸上競技場
日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

女子 5/11 １００ｍ 大上　紗弥花 12.05 津波　茜 12.09 崎向　真夕 12.25 佐野　未来 12.29 梅田　彩加 12.30 開　かおり 12.37 川畑　桃子 12.39 軸丸　望梨 12.43
福岡･福岡大学 +1.9 沖縄･福岡大学 +1.9 鹿児島･志學館大学 +1.9 福岡･福岡教育大学 +1.9 福岡･九州共立大学 +1.9 熊本･熊本大学 +1.9 鹿児島･福岡大学 +1.9 鹿児島･鹿児島大学 +1.9 

女子 5/12 ２００ｍ 大上　紗弥花 24.62 金子　千里 24.85 開　かおり 25.04 森　鮎美 25.05 礒部　美里 25.46 軸丸　望梨 25.52 関　愛里咲 25.88 島田　菜津美 26.04
福岡･福岡大学 +2.3 福岡･九州共立大学 +2.3 熊本･熊本大学 +2.3 佐賀･福岡大学 +2.3 熊本･熊本大学 +2.3 鹿児島･鹿児島大学 +2.3 長崎･福岡大学 +2.3 長崎･長崎県立大学 +2.3 

女子 5/11 ４００ｍ 北村　悠衣 55.68 末光　眞子 56.64 井上　瑠香 57.02 金子　千里 57.22 浜田　夏帆 58.37 片山　直美 59.92 永山　千尋  1:01.15 小林　祥子  1:01.87
佐賀･福岡大学 島根･福岡大学 福岡･福岡大学 福岡･九州共立大学 宮崎･西日本工業大学 香川･鹿屋体育大学 長崎･長崎県立大学 広島･福岡教育大学

女子 5/12 ８００ｍ 濱野　未希  2:11.67 西島　茉里  2:13.08 衞藤　千佳  2:17.04 大多新　麻友  2:17.45 丸山　萌  2:17.46 片山　直美  2:19.07 児玉　実果子  2:24.20 岸良　美周  2:26.33
福岡･福岡教育大学 NGR兵庫･鹿屋体育大学 佐賀･福岡大学 熊本･福岡大学 熊本･熊本大学 香川･鹿屋体育大学 大分･福岡大学 鹿児島･鹿屋体育大学

女子 5/11 １５００ｍ 齋藤　真希  4:31.19 児玉　実果子  4:35.97 西田　美咲  4:38.56 北野　芽衣  4:42.48 大岩　菜美  4:43.62 與那城　綾音  4:51.02 岸良　美周  4:51.16 田淵　元花  4:51.22
熊本･福岡大学 大分･福岡大学 鹿児島･鹿屋体育大学 大阪･鹿屋体育大学 長崎･福岡大学 沖縄･沖縄国際大学 鹿児島･鹿屋体育大学 大分･大分大学

女子 5/10 ５０００ｍ ｼﾞｪｼﾝﾀ・ﾜﾝｸﾞｲ 16:47.75 藤田　千尋 17:02.37 齋藤　真希 17:08.33 外間　美里 17:13.79 逸木　和香菜 17:17.25 岩浪　幸 17:50.35 西田　美咲 17:55.03 津波古　美月 18:07.08
大分･立命館アジア太平洋大 鳥取･鹿屋体育大学 熊本･福岡大学 沖縄･鹿屋体育大学 福岡･福岡大学 宮崎･福岡大学 鹿児島･鹿屋体育大学 沖縄･沖縄国際大学

女子 5/12 １００００ｍ 藤田　千尋 35:01.84 外間　美里 35:21.85 結城　彩花 35:30.12 岩浪　幸 36:27.29 保坂　真里奈 36:36.94 津波古　美月 36:48.52
鳥取･鹿屋体育大学 沖縄･鹿屋体育大学 福岡･福岡大学 宮崎･福岡大学 福岡･福岡大学 沖縄･沖縄国際大学

女子 5/11 １００ｍＨ 杉山　真奈穂 13.96 川端　千恵 14.12 梅田　彩加 14.27 小橋川　真希 14.52 坂田　華澄 14.70 池田　智美 14.73 兼子　あさみ 15.09 竹中　美咲 15.23
(0.840m) 福岡･福岡大学 +0.8 福井･福岡大学 +0.8 福岡･九州共立大学 +0.8 沖縄･名桜大学 +0.8 大阪･福岡教育大学 +0.8 福岡･九州共立大学 +0.8 沖縄･名桜大学 +0.8 福岡･西日本工業大学 +0.8 

女子 5/10 ４００ｍＨ 杉山　真奈穂 59.50 川端　千恵  1:01.50 池田　智美  1:02.15 前田　千絢  1:02.87 西山　華織  1:05.21 永井　夏未  1:09.40 谷本　麻奈美  1:11.64
(0.762m) 福岡･福岡大学 福井･福岡大学 福岡･九州共立大学 福岡･九州共立大学 山口･九州共立大学 大分･大分大学 熊本･崇城大学

女子 5/11 ５０００ｍＷ 保坂　真里奈 24:18.28 堀川　愛帆 28:51.33 荒巻　千草 29:19.98
福岡･福岡大学 広島･福岡大学 大分･立命館アジア太平洋大

女子 5/11 走高跳 苅田　萌 1m68 田辺　ともや 1m65 太原　千夏 1m65 高島　柚佳 1m55 稲富　知世 1m50 同順：野畑　ひろみ 1m50 同順：八塚　彩 1m50 薄　美希 1m45 同順：佐脇　沙織 1m45
京都･福岡大学 神奈川･鹿屋体育大学 鹿児島･鹿屋体育大学 福岡･福岡大学 佐賀･福岡大学 熊本･熊本学園大学 福岡･鹿屋体育大学 福岡･九州共立大学 大分･福岡教育大学

女子 5/11 走幅跳 中川　秋奈 5m87 中尾　有沙 5m78 秋好　紀香 5m74 石原　真依 5m55 三重野　惠 5m47 田邊　章乃 5m37 豊里　さより 5m25 川野　寿美礼 5m23
福岡･九州共立大学 +2.8 熊本･熊本大学 +2.2 沖縄･名桜大学 +2.7 香川･福岡大学 +2.4 福岡･九州共立大学 +1.6 福井･福岡大学 +1.4 沖縄･琉球大学 +1.7 長崎･九州共立大学 +1.7 

女子 5/10 三段跳 中尾　有沙 12m38 田邊　章乃 11m97 秋好　紀香 11m96 中川　秋奈 11m70 三重野　惠 11m52 中村　明子 11m32 藤原　幸 11m28 川野　寿美礼 10m95
熊本･熊本大学 +2.8 福井･福岡大学 +4.5 沖縄･名桜大学 +3.5 福岡･九州共立大学 +2.5 福岡･九州共立大学 +3.2 沖縄･名桜大学 +2.7 鹿児島･鹿児島大学 +3.7 長崎･九州共立大学 +3.9 

女子 5/11 砲丸投 渡邊　茜  13m02 大森　かりん  12m91 伊藤　早  12m45 田澤　可南子  12m44 本山　さゆり  12m40 北里　優季  12m26 境　実穂  11m89 宮本　優香  11m88
(4.000kg) 福岡･九州共立大学 福岡･福岡大学 福岡･福岡大学 青森･鹿屋体育大学 福岡･鹿屋体育大学 熊本･九州情報大学 福岡･鹿屋体育大学 福岡･九州共立大学

女子 5/10 円盤投 渡邊　茜  46m51 平　真帆  42m54 中村　枝理子  42m18 宮本　優香  41m06 元木　綾乃  39m49 森　千明  38m57 國弘　祐希子  38m14 浦崎　楓怜  35m32
(1.000kg) 福岡･九州共立大学 長崎･九州共立大学 沖縄･鹿屋体育大学 福岡･九州共立大学 福岡･福岡大学 佐賀･福岡大学 山口･福岡大学 沖縄･沖縄国際大学

女子 5/12 ハンマー投 渡邊　茜  59m25 福島　美沙希  55m35 山﨑　詩歩  53m52 田中　美花  53m40 大城　李子  51m49 大平　裕子  51m06
(4.000kg) 福岡･九州共立大学 NGR広島･九州共立大学 愛媛･鹿屋体育大学 大阪･鹿屋体育大学 鹿児島･鹿屋体育大学 福岡･九州共立大学

女子 5/10 やり投 元木　綾乃  52m56 池邉　亜祐美  46m39 竹内　由紀  46m32 髙瀬　怜奈  43m54 本山　さゆり  42m88 孫山　聰美  42m00 有本　愛美  41m08 古田　みずほ  39m46
(0.600kg) 福岡･福岡大学 NGR 熊本･九州共立大学 福岡･鹿屋体育大学 熊本･熊本大学 福岡･鹿屋体育大学 山口･九州共立大学 岡山･九州共立大学 福岡･福岡大学

女子 5/10 七種競技 髙瀬　怜奈  4555 荻原　佑梨  4352 阿利　唯  4035 薄　美希  4001 藤原　朋美  3956 中村　明子  3739 八塚　彩  3729 吉田　優希  3154
5/11 熊本･熊本大学 鹿児島･鹿屋体育大学 沖縄･名桜大学 福岡･九州共立大学 福岡･福岡大学 沖縄･名桜大学 福岡･鹿屋体育大学 沖縄･名桜大学

15.59/-2.1-1m40
10m60-27.35/-
2.9

15.28/-2.8-1m45
9m40-27.61/-4.6

16.04/-2.8-1m45
8m64-28.39/-2.9

15.64/-2.8-1m45
10m04-28.96/-
2.9

16.90/-2.1-1m45
10m26-28.80/-
4.6

16.80/-2.1-1m45
8m37-28.71/-4.6

17.65/-2.1-1m66
8m38-30.47/-2.9

18.83/-2.1-1m35
10m00-30.96/-
4.6

5m29/+1.4
39m55-2:27.34

5m14/+0.5
36m71-2:35.42

5m03/+2.0
32m32-2:35.01

4m85/+0.3
30m77-2:39.68

4m60/+0.8
35m02-2:34.24

5m05/+1.0
25m94-2:39.23

4m48/-0.1
31m03-2:37.22

4m95/+1.4
30m92-3:07.11

女子 5/11 ４×１００ｍ 福岡大学 46.26 熊本大学 47.38 九州共立大学 47.68 福岡教育大学 49.00 西日本工業大学 49.11 名桜大学 49.47 鹿児島大学 49.69 鹿児島国際大学 51.36
  川畑　桃子   阪本　侑加   金子　千里   若藤　聖梨   竹中　美咲   兼子　あさみ   中村　有希   西迫　ゆり瑛
  大上　紗弥花   開　かおり   平城　直子   坂田　華澄   山城　梨緒   小橋川　真希   軸丸　望梨   坂中　沙耶花
  津波　茜   山下　香織   池田　智美   小林　祥子   浜田　夏帆   金城　かんな   宇佐美　里子   上野　未津紀
  杉山　真奈穂   礒部　美里   梅田　彩加   佐野　未来   上野　薫乃   小川　千里   早崎　光   船場　瑞月

女子 5/12 ４×４００ｍ 福岡大学  3:43.30 熊本大学  3:53.32 福岡教育大学  3:55.02 九州共立大学  3:56.84 鹿屋体育大学  4:03.13 名桜大学  4:03.90 鹿児島大学  4:06.63 大分大学  4:16.04
  井上　瑠香 NGR   丸山　萌   小林　祥子   池田　智美   谷川　円香   持増　有沙   早崎　光   田淵　元花
  末光　眞子   開　かおり   坂田　華澄   金子　千里   片山　直美   兼子　あさみ   軸丸　望梨   松本　まどか
  北村　悠衣   礒部　美里   濱野　未希   前田　千絢   坂　瑞穂   小橋川　真希   今長谷　那津美   永井　夏未
  杉山　真奈穂   髙瀬　怜奈   佐野　未来   佐藤　歩子   西島　茉里   川野　毬菜   宇佐美　里子   伊地知　優希

女子トラックの部 福岡大学 174点 鹿屋体育大学 60点 九州共立大学 51点 熊本大学 31点 福教大 29点 立命館アジア太平洋大 14点 名桜大学 13点 西日本工業大学 9点
福岡 鹿児島 福岡 熊本 福岡 大分 沖縄 福岡

女子フィールドの部 九州共立大学 82.5点 福岡大学 62点 鹿屋体育大学 58点 熊本大学 20点 名桜大学 15点 熊本学園大学 3点 九州情報大学 3点 鹿児島大学 2点 同順：琉球大学 2点
福岡 福岡 鹿児島 熊本 沖縄 熊本 福岡 鹿児島 沖縄

女子総合の部 福岡大学 240点 九州共立大学 138.5点 鹿屋体育大学 127点 熊本大学 59点 名桜大学 38点 福教大 29.5点 立命館アジア太平洋大 14点 鹿児島大学 10点
福岡 福岡 鹿児島 熊本 沖縄 福岡 大分 鹿児島

100mH-走高跳
砲丸投-200m

走幅跳
やり投-800m

凡例（NGR:大会新記録）


