
決勝一覧表

平成25年4月6日（土）
福岡大学陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 武田　雄平 10.78 東　克俊 10.81 馬場　友也 10.94 下司　桃太郎 10.97 同順:福富　晃希 10.97 松本　滉希 11.05 梅崎　祐介 11.15 松堂　太一 11.19

九情大･福　岡 +0.0 福岡大･鹿児島 +0.0 東海大北海道･北海道 +0.0 福岡大･福　岡 +0.0 福岡大･佐　賀 -0.8 九情大･福　岡 -1.5 福岡大･佐　賀 -0.2 福岡大･沖　縄 +0.0

同順:笹部　弘祥 11.19

福岡大･広　島 -0.8

２００ｍ 馬場　友也 22.48 梅崎　祐介 22.76 下司　桃太郎 22.79 松堂　太一 22.97 大塚　智貴 23.14 志賀　洵介 23.38 甲斐　敬士 23.47 岩永　航平 23.49

東海大北海道･北海道 -0.6 福岡大･佐　賀 -0.2 福岡大･福　岡 -0.6 福岡大･沖　縄 -0.6 福岡大･熊　本 -0.2 福岡大･山　口 -0.2 九州大･福　岡 -2.3 長崎東高･長　崎 -0.2

４００ｍ 高野　陸 50.27 多田　陽太 鍛冶　祐太 51.15 古田　周作 51.36 本田　佑太郎 52.09 鈴木　大志 52.16 村田　真樹 52.43 坂口　輝 52.50

福教大･大　分 福岡大･愛　媛 長県大･長　崎 福教大･鳥　取 福岡大･宮　崎 福岡大･広　島 福岡大･広　島 西南大･佐　賀

８００ｍ 千輪　浩平  1:57.82 足立　庸輔  2:00.34 廣瀬　楽  2:00.52 野口　真  2:01.03 芹田　圭佑  2:02.75 森田　祐輝  2:04.41 村瀬　辰哉  2:06.89 後藤　健介  2:08.48

九情大･福　岡 久留米大･福　岡 福教大･福　岡 福岡大･福　岡 久留米大･福　岡 九州大･長　崎 長崎東高･長　崎 九州大･福　岡

１５００ｍ 林　佑弥  4:12.39 新村　雄星  4:12.40 阿部　嵩大  4:14.78吉村　善治  4:16.79 松井　一将  4:17.04日下部　寛  4:18.65 石田　将基  4:21.16 岡田　裕希  4:22.00

福岡大･大　阪 福岡大･鹿児島 九州大･大　分 福岡中央高･福　岡 福教大･福　岡 久留米高専･福　岡 新宮高･福　岡 九州大･熊　本

５０００ｍ 飛松　佑輔 15:01.04 15:07.54 樺島　瑞貴 5:14.70 三牧　真也 15:15.16 政　健太 15:16.12 宮國　拓斗 15:16.53 石川　徹平 15:19.77 平野　泰裕 5:21.54

第一工業大･鹿児島 第一工業大･鹿児島 第一工業大･鹿児島 第一工業大･鹿児島 第一工業大･鹿児島 第一工業大･鹿児島 第一工業大･鹿児島 久留米大･佐　賀

１１０ｍＨ 増野　太郎 14.60 笹部　弘祥 15.07 木原　啓輔 15.28 佐藤　雅也 15.30 本多　健一郎 15.38 村田　惇 15.49 貞光　孝則 15.50 新崎　宇宙 15.63

(1.067m) 東海大北海道･北海道 +0.1 福岡大･広　島 +0.1 福岡大･佐　賀 +0.1 福岡大･大　分 +0.4 九情大･福　岡 +0.1 福岡大･福　岡 +0.1 新日鐵住金･福　岡 +0.1 福岡大･沖　縄 +0.4

４００ｍＨ 記野　友晴 51.70 長野　祥雄 53.64 江頭　義仁 53.81 橋本　伊織 54.17 古田　周作 54.63 山本　泰暉 54.68 多田　陽太 54.98 本田　佑太郎 54.99

(0.914m) 福岡大･福　島 福岡大･佐　賀 福岡大･福　岡 福岡大･福　岡 福教大･鳥　取 福岡大･鹿児島 福岡大･愛　媛 福岡大･宮　崎

走高跳 江戸　祥彦 2m05 岩本　航 2m05 佐原　大亮 1m80 中村　久弥 1m65

山本ビル･北海道 福岡大･福　岡 西南大･福　岡 福岡第一高･福　岡

棒高跳

走幅跳 下野　伸一郎   7m61 大岩　雄飛   7m61 新村　守   7m56 高政　知也   7m27 木内　康寛   7m16 塩川　美鶴樹   7m08 内田　涼太   6m87 水田　稔規   6m81

九電工･鹿児島 +1.5 日本陸連跳躍ブロック･東　京  0.0 日本陸連跳躍ブロック･新　潟  0.0 日本陸連跳躍ブロック･千　葉 -1.6 TTF･徳　島 +0.6 九情大･福　岡 +2.9 福岡大･福　岡 +1.2 福岡大･岡　山 +2.0

三段跳 岡部　優真  15m80 阿比留　明久  15m24 藤内　誠也  15m14 前田　晋吾  14m55 木原　雅登  14m48 内田　祐太朗  14m40 廣田　翔平  14m28 原田　諭  14m05

九電工･福　岡 +1.3 福岡大･福　岡 +1.0 福岡第一高･福　岡 +1.2 福岡大･福　岡  0.0 福岡大･滋　賀 +1.6 長崎大･長　崎 +1.0 福岡大･福　岡 +2.4 西南大･福　岡 +1.7

砲丸投 蔵座　元気  13m29 中野　宏基  12m85

(7.260kg) 九情大･福　岡 九情大･福　岡

高校砲丸投 渡辺　宏平   8m97

(6.000kg) 長崎東高･長　崎

円盤投 東　大雅  38m61 江藤　湧志  34m45 水本　健太  34m31

(2.000kg) 九情大･福　岡 九情大･福　岡 九情大･福　岡

高校円盤投 大重　怜也  24m35

(1.500kg) 福岡中央高･福　岡

ハンマー投 斉藤　有生  48m96 竪道　一太郎  45m43 林田　拓也  42m30 牛島　直輝  42m24

(7.260kg) 福岡大･山　口 九情大･福　岡 九情大･福　岡 福岡大･福　岡

やり投 假屋　圭一郎  57m71 目野　泰平  49m46 臼井　智哉  46m00 中川　将孝  40m90 岡　進太郎  40m47 鈴木　雄大  37m09 渡辺　宏平  34m02

(0.800kg) 九情大･福　岡 九州大･福　岡 九州大･福　井 九州大･佐　賀 新宮高･福　岡 福岡中央高･福　岡 長崎東高･長　崎
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決勝一覧表

平成25年4月6日（土）
福岡大学陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

第1回学連競技会

１００ｍ 津波　茜 12.55 大上　紗弥花 12.72 関　愛里咲 12.95 川畑　桃子 13.24 坂田　華澄 13.25 安藤　江里 13.26 北村　悠衣 13.46 小林　祥子 13.64

風: 福岡大･沖　縄 -0.6 福岡大･福　岡 -0.6 福岡大･長　崎 -0.6 福岡大･鹿児島 -0.6 福教大･大　阪 -1.0 九州大･広　島 -1.1 福岡大･佐　賀 -1.1 福教大･広　島 -1.1

２００ｍ 大上　紗弥花 26.38 森　鮎美 26.73 関　愛里咲 26.78 津波　茜 26.78 谷本　麻奈美 28.85 安藤　江里 28.92 世利　笑菜 30.05 中満　乃瑛 30.14

風: 福岡大･福　岡 -1.6 福岡大･佐　賀 -1.6 福岡大･長　崎 -1.6 福岡大･沖　縄 -1.6 崇城大･熊　本 -2.2 九州大･広　島 -2.2 新宮高･福　岡 -2.2 福岡中央高･福　岡 -1.9

４００ｍ 井上　瑠香 57.53 末光　眞子 58.43 北村　悠衣 60.46 益田　怜奈 61.47 小林　祥子 62.60 白井　志乃 66.13

福岡大･福　岡 福岡大･島　根 福岡大･佐　賀 福岡大･福　岡 福教大･広　島 長崎東高･長　崎

８００ｍ 濱野　未希  2:16.56 大多新　麻友  2:24.95 森川　瑞穂  2:25.29 植松　美由希  2:44.75 榑林　万葉  2:51.32

福教大･福　岡 福岡大･熊　本 福教大･福　岡 長崎東高･長　崎 福岡中央高･福　岡

１５００ｍ 児玉　実果子  4:45.16 保坂　真里奈  4:52.36岡村　千咲  5:00.04安武　美香  5:00.62 坂口　瞳  5:04.88

福岡大･大　分 福岡大･福　岡 福岡大･熊　本 福岡大･福　岡 福岡大･福　岡

５０００ｍ 逸木　和香菜 17:39.53 門柳　葉月 8:27.43 生島　由稀 8:36.05

福岡大･福　岡 福岡大･大　分 福岡大･福　岡

１００ｍＨ 川端　千恵 14.53 山崎　郁美 15.41 藤原　朋美 17.53 熊谷　夏巳 17.83 岩永　和奈 18.69 宮脇　星 19.45 大里　彩香 19.68 城　花織 20.42

(0.840m) 福岡大･福　井 +0.0 福岡大･静　岡 +0.0 福岡大･福　岡 +0.0 福岡大･宮　崎 +0.0 長崎東高･長　崎 +0.0 新宮高･福　岡 +0.0 新宮高･福　岡 +0.0 福岡中央高･福　岡 +0.0

４００ｍＨ 杉山　真奈穂 61.76 川端　千恵 62.92 熊谷　夏巳 64.04 山崎　郁美 64.45 田中　理穂 75.01 酒井　かれん 83.75

(0.762m) 福岡大･福　岡 福岡大･福　井 福岡大･宮　崎 福岡大･静　岡 福岡中央高･福　岡 長崎東高･長　崎

走高跳 苅田　萌 1m60 高島　柚佳 1m55 稲富　知世 1m50 佐脇　沙織 1m45

福岡大･京　都 福岡大･福　岡 福岡大･佐　賀 福教大･大　分

走幅跳 桝見　咲智子   6m45 石原　真依   5m55 秋好　紀香   5m53 鬼塚　はるな   5m37 田中　彩夏   5m27 川崎　亜弥   5m21 平川　恵理   4m81 小林　三亜子   4m34

九電工･福　岡 +0.0 福岡大･香　川 +2.3 名桜大･沖　縄 +1.0 長崎大･長　崎 +2.2 福教大･長　崎 +2.5 福岡大･福　岡 +4.5 九州大･福　岡 +0.0 北九州高専･福　岡 -0.2

三段跳 中尾　有沙  11m68 満崎　千里  10m32

熊本大･熊　本 +1.9 ルーテル学院高校･熊　本 +2.0

砲丸投 北里　優季  11m84 良知　優奈   8m50 原田　沙樹   7m46 横山　阿美   7m44 白井　志乃   7m20

(4.000kg) 九情大･福　岡 九州大･静　岡 新宮高･福　岡 新宮高･福　岡 長崎東高･長　崎

円盤投 元木　綾乃  37m49 國弘　祐希子  33m61 森　千明  32m24 藤本　真季  29m07 宮成　麻衣  24m43 城　花織  23m58 横山　阿美  17m59

(1.000kg) 福岡大･福　岡 福岡大･山　口 福岡大･佐　賀 福岡大･熊　本 福岡大･福　岡 福岡中央高･福　岡 新宮高･福　岡

やり投 元木　綾乃  43m51 古田　みずほ  39m81 山口　美恵  36m87 藤原　朋美  33m91 阿久根　亜伊  22m36

(0.600kg) 福岡大･福　岡 福岡大･福　岡 福岡大･福　岡 福岡大･福　岡 福岡大･鹿児島
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	印刷保管用（決勝一覧）

