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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 10/10 岡崎　隼弥 (3) 10.75/+0.9

名桜大・沖縄

唐嶋　大騎 (4) 10.80/+0.9

大分大・大分

辻　雄太 (4) 10.87/+0.9

福岡大・福岡

草場　進太郎 (4) 10.94/+0.9

久留米工業高等専門・福岡

山川　郁人 (3) 11.04/-0.5

九州情報大・山口

中川　透 (4) 11.06/+0.3

福岡大・福岡

橋口　行生 (3) 11.07/+0.6

長崎県立大・鹿児島

渡部　一輝 (4) 熊本大・熊本 11.09/-0.5

久保田　大輝 (2) 九州共立大・福岡 11.09/+0.3

２００ｍ 10/10 白形　優充 (3) 21.46/+0.3

福岡大・愛媛

伊藤　聖隼 (3) 21.65/+0.3

福岡大・愛媛

早田 駿斗 (1) 22.23/+0.3

福岡大・佐賀

坂口　慧 (3) 22.31/+0.2

西南学院大・福岡

中隠居　一輝 (4) 22.34/+0.3

福岡大・島根

大石　雄也 (2) 22.48/-2.2

福岡大・福岡

竹下 卓 (4) 22.58/-2.2

佐賀大・佐賀

鷲見　尚紀 (1) 22.72/-2.2

福岡大・福岡

４００ｍ 10/10 福嶋　慶記 (1) 48.44

福岡大・福岡

大津屋　省吾 (4) 48.47

鹿児島大・鹿児島

小倉　大貴 (2) 48.63

福岡大・鳥取

北野　耀次郎 (2) 49.59

福岡大・大分

山本　裕盛 (1) 50.21

名桜大・沖縄

松川　直樹 (4) 50.43

福岡教育大・熊本

佐々岡　大樹 (3) 51.01

福岡大・広島

大前　幹鉄 (4) 51.31

大分大・大分

８００ｍ 10/10 鈴政　怜士 (2)  2:00.69

九州共立大・広島

田中　飛龍 (3)  2:01.02

西南学院大・福岡

小山　結世 (3)  2:01.67

九州共立大・広島

有働　月 (3)  2:01.90

熊本学園大・熊本

登野　隼輔 (3)  2:02.55

九州共立大・広島

二見　泰樹 (M2)  2:02.88

九州大・広島

永田　崇馬 (1)  2:03.56

九州共立大・佐賀

島田　貴司 (M2)  2:04.33

九州大・神奈川

１５００ｍ 10/10 安里　良也 (2)  4:02.13

沖縄大・沖縄

乙藤　祐樹 (3) 西南学院大・福岡  4:03.05

大城　希月 (3) 名桜大・沖縄

柿内 日向 (2)  4:09.41

久留米大・鹿児島

秋吉　遥輝 (2)  4:10.48

西南学院大・福岡

大石 祐輝 (2)  4:12.04

久留米大・福岡

古賀　紘人 (99)  4:14.42

AUF・福岡

本村　大和 (3)  4:15.04

沖縄大・沖縄

５０００ｍ 10/10 川上　拓真 (2) 14:46.86

九州共立大・鹿児島

出田　大貴 (3) 14:53.66

NSS九州工業大・福岡

谷口　一希 (1) 14:54.14

NSS第一工業大・鹿児島

金丸　翔星 (1) 15:20.12

NSS第一工業大・鹿児島

前原　匠 (2) 15:30.04

第一工業大・鹿児島

中野　翔麻 (2) 15:32.71

NSS第一工業大・鹿児島

柏信　颯斗 (1) 15:36.36

NSS第一工業大・長崎

小山　侑紀 (3) 15:37.87

第一工業大・鹿児島

１１０ｍＨ

(1.067m)

10/10 井手　優貴 (3) 14.58/-0.2

福岡大・広島

西口　唯人 (2) 14.84/-0.2

福岡大・宮崎

向原 心太朗 (3) 15.28/-0.2

九州共立大・宮崎

辻野　飛翔 (1) 15.65/-0.2

九州共立大・福岡

前田　流弥 (4) 15.72/+0.5

福岡教育大・福岡

大神　哲也 (3) 15.77/+0.5

西南学院大・福岡

末松　智也 (3) 15.92/+0.5

九州情報大・福岡

今村　貫介 (2) 16.07/+0.5

鹿児島大・鹿児島

４００ｍＨ

(0.914m)

10/10 田中　塁 (2) 52.98

九州大・島根

野中　菖瑚 (2) 53.87

九州情報大・福岡

石原　昂取 (3) 54.38

九州情報大・福岡

神崎　柊吾 (2) 55.46

九州情報大・福岡

谷本　航輝 (3) 55.70

北九州市立大・福岡

神徳　元太 (2) 56.34

福岡大・大分

五郎丸　純史 (1) 57.34

熊本学園大・熊本

本田　人士 (2) 57.40

熊本学園大・熊本

走高跳 10/10 惠藤　太晟 (2) 2m00

福岡大・福岡

永島 将貴 (1) 2m00

福岡大・福岡

北嶋　諒太郎 (M1) 1m95

九州大・福岡

田畑 颯覇 (1) 福岡大・福岡 1m90

佐々木　拓朗 (2) 福岡大・佐賀

小鳥居　勇太 (1) 1m90

九州共立大・長崎

末田　未来 (3) 1m90

福岡大・福岡

山本　拓弥 (1) 1m90

九州共立大・福岡

棒高跳 10/10 徳永　優樹 (2) 4m60

九州共立大・福岡

小野　幹太 (1) 福岡大・大分 4m10

藤　虎康 (1) 九州大・福岡

走幅跳 10/10 安立　雄斗 (2)   7m87/+1.3

福岡大・広島

原田　暁 (2)   7m49/+1.4

福岡大・福岡

有村 拓巳 (1)   7m29/+0.0

福岡大・鹿児島

塩見　健人 (2)   7m25/-1.6

福岡大・岡山

伊知地　駿弥 (3)   7m21/+1.5

九州共立大・宮崎

原田　駆 (4)   7m16/+0.6

福岡教育大・福岡

島崎　慎太朗 (4)   7m08/+0.4

福岡大・福岡

瀬口　礼 (2)   7m07/+0.5

福岡大・富山

三段跳 10/10 小田　大雅 (4)  15m42/+0.3

福岡大・神奈川

市川　翔太 (3)  15m41/+1.5

福岡大・山梨

外村　祐輔 (3)  15m08/+2.1

福岡大・福岡

武井　元希 (3)  14m94/+0.9

福岡大・愛媛

松下　悠太郎 (2)  14m75/-0.9

福岡大・鹿児島

城尾　朋季 (2)  14m75/+0.8

九州共立大・長崎

葉 ﾛｰﾗﾝﾄﾞ秀峰 (1)  14m62/+2.9

福岡大・福岡

休坂　竜太朗 (2)  14m28/+0.3

九州情報大・長崎

砲丸投

(7.260kg)

10/10 中尾　亮太 (3)  15m71

九州共立大・福岡

山下　光輝 (4)  15m06

福岡大・福岡

萩尾　拓海 (3)  13m95

九州共立大・福岡

稲田　駿 (1)  11m13

福岡大・福岡

竹下　樹 (2)  10m79

西日本工業大・福岡

松本　大輝 (3)  10m56

九州大・大分

佐藤 滉徳 (1)  10m40

福岡大・北海道

円盤投

(2.000kg)

10/10 山下　航生 (2)  51m90

九州共立大・岐阜

山本　有斗 (3)  44m32

九州共立大・福岡

貝塚　悠介 (3)  43m94

福岡大・秋田

朝日 翔太 (1)  42m80

福岡大・福岡

浅野　大樹 (3)  42m06

福岡大・福岡

岡本　慎平 (3)  39m89

九州共立大・福岡

牛込　赳幹 (2)  39m00

九州共立大・福岡

林原　朋哉 (1)  35m27

福岡大・広島

ハンマー投

(7.260kg)

10/10 問田　和雅 (4)  57m46

福岡大・岡山

鈴木　涼真 (1)  55m83

福岡大・岡山

花山　光汰 (3)  52m52

福岡大・愛媛

種市　裕紀 (2)  52m40

九州共立大・青森

白水　歩 (1)  50m13

九州共立大・佐賀

谷本　翔哉 (2)  48m35

九州共立大・岡山

仲田　一星 (2)  47m85

沖縄大・沖縄

谷　亮太 (1)  45m47

九州共立大・福岡

やり投

(0.800kg)

10/10 鈴木　文人 (3)  70m54

九州共立大・福岡

比嘉　遥 (4)  70m31

九州共立大・沖縄

廣田　元輝 (2)  63m99

福岡教育大・宮崎

花田　研聖 (96)  63m31

福岡大学クラブ・福岡

片峯　幸鉄 (2)  60m69

福岡大・福岡

森　琢人 (3)  59m34

九州共立大・富山

大久保　宥紀 (2)  59m07

九州共立大・鹿児島

後藤　瑠人 (3)  57m57

佐賀大・佐賀

男子

１００ｍ 10/10 城戸 優来 (1) 12.15/-0.5

福岡大・福岡

青木　光穂 (4) 12.52/+0.1

福岡大・福岡

上司 みのり (1) 12.53/-0.5

福岡大・山口

乙守　紋佳 (2) 12.54/+0.8

九州共立大・宮崎

塗木　ひかる (2) 12.55/-0.5

鹿児島大・鹿児島

中村　梨音 (2) 12.57/+0.8

九州共立大・熊本

阿南　真奈 (2) 12.60/-0.5

九州情報大・福岡

田代 恵美 (1) 12.66/-0.5

福岡大・福岡

２００ｍ 10/10 加藤　汐織 (1) 25.37/+0.8

福岡大・大分

加茂　明華 (2) 25.59/+0.8

福岡大・佐賀

安田　梨夏 (3) 25.68/+0.8

九州共立大・愛知

前田　七海 (2) 27.15/+0.8

九州共立大・福岡

湯浅　仁美 (3) 31.47/+0.8

九州産業大・山口

４００ｍ 10/10 安定　紗也香 (3) 55.60

福岡大・岡山

津波　愛樹 (3) 56.74

福岡大・沖縄

河津　真由 (3) 58.36

福岡大・熊本

赤石　純 (2) 58.84

福岡大・広島

森山 静穂 (1) 58.86

福岡大・宮崎

小滝　萌子 (2) 59.10

九州共立大・広島

古屋敷　光 (3) 59.45

九州共立大・鹿児島

栗田　茉奈 (3)  1:01.90

大分大・大分

１５００ｍ 10/10 大崎　妃可瑠 (3)  4:59.31

名桜大・沖縄

佐々木　麻衣 (4)  5:05.26

名桜大・沖縄

渡辺　夢菜 (2)  5:06.39

折尾愛真短期大・福岡

八谷　京香 (3)  5:11.88

九州共立大・福岡

石浜　菜夏 (4)  5:13.69

名桜大・沖縄

森　穂乃華 (2)  5:28.76

折尾愛真短期大・福岡

山田　音花 (1)  6:26.13

西南学院大・福岡

５０００ｍ 10/10 長谷川　瑠香 (4) 19:40.63

名桜大・茨城

１００ｍＨ

(0.838m)

10/10 金光　優奈 (3) 14.71/+0.5

九州共立大・福岡

中﨑　晴美 (3) 14.97/-1.1

西日本工業大・福岡

河邊　琴音 (3) 15.41/-1.1

熊本大・熊本

高松　奈未 (3) 15.42/-1.1

福岡大・福岡

柴　梨沙 (81) 15.52/-1.1

アイズエスシーSC・福岡

谷口　華奈子 (2) 15.69/+0.5

熊本大・熊本

山口　優萌 (4) 15.97/-1.1

鹿児島大・鹿児島

猿渡　桃子 (2) 福岡教育大・岡山16.05/+0.5

阿波根　朱里 (2) 沖縄大・沖縄

４００ｍＨ

(0.762m)

10/10 古川　由乃 (2)  1:02.68

福岡大・山口

藤本　優希 (2)  1:03.09

福岡大・岡山

上荒磯　真菜 (1)  1:04.47

鹿児島国際大・鹿児島

小出　彩乃 (1)  1:05.23

福岡教育大・広島

高野 七海 (1)  1:06.22

福岡大・大分

下地　美桜 (1)  1:14.28

福岡教育大・沖縄

走高跳 10/10 保井　南海 (2) 1m55

福岡大・広島

米村　知佳 (2) 1m50

西日本工業大・福岡

棒高跳 10/10 山本　亜希 (2) 3m80

大分大・大分

金子 茉央 (1) 3m40

福岡大・香川

大西　菜月 (3) 3m20

九州共立大・熊本

永吉　星菜 (3) 3m10

九州共立大・福岡

安藤　陽菜 (2) 3m00

福岡大・福岡

靍田　葵 (2) 2m80

九州共立大・福岡

走幅跳 10/10 松原　未夢 (3)   5m64/+3.3

福岡大・福岡

梅田　夏季 (3)   5m62/+3.7

福岡大・広島

江口 のぞみ (1)   5m60/+1.6

福岡大・福岡

上田　真梨子 (4)   5m47/+0.8

福岡教育大・広島

吉藤　純衣 (2)   5m25/-1.3

九州共立大・大分

有倉　亜美 (2)   5m13/+0.1

九州共立大・福岡

三段跳 10/10 髙島　真織子 (3)  12m92/-0.1

福岡大・兵庫

石山 礼菜 (1)  11m95/+0.9

福岡大・熊本

野田　永里愛 (3)  11m79/+2.3

九州共立大・熊本

草水　楓乃 (2)  11m27/+0.6

福岡大・大阪

久富　優香 (2)  11m24/+2.9

九州産業大・福岡

大畠　かおる (1)  11m21/+2.8

福岡教育大・山口

大塚　舞 (1)  11m06/+2.2

福岡教育大・長崎

栗山　萌唯 (1)   9m85/+0.0

九州共立大・福岡

砲丸投

(4.000kg)

10/10 秋田　茜 (4)  13m89

九州共立大・奈良

尾山　和華 (4)  13m76

福岡大・兵庫

大谷　夏稀 (2)  13m55

福岡大・大分

秋山 愛莉 (1)  13m19

福岡大・静岡

円盤投

(1.000kg)

10/10 古賀　瑞穂 (4)  43m72

九州共立大・福岡

新井　真理彩 (2)  42m29

九州共立大・新潟

川勝　彩矢 (2)  41m89

九州共立大・京都

城間　歩和 (2)  41m40

九州共立大・沖縄

野上　優愛 (3)  41m32

福岡大・大分

小原　桃華 (3)  40m39

九州共立大・愛知

垣立　麻帆 (2)  39m29

九州共立大・滋賀

工藤　毬登 (2)  39m11

九州共立大・福岡

ハンマー投

(4.000kg)

10/10 菊池　美緒 (3)  55m05

福岡大・宮城

原田　陽美 (3)  54m17

九州共立大・福井

谷内　佳那 (3)  53m75

九州共立大・兵庫

小坂　真未 (2)  52m14

福岡大・富山

中新　美月 (2)  50m33

福岡大・広島

池江　葉奈 (2)  49m54

九州共立大・大阪

上田　伊智香 (2)  46m30

鹿屋体育大・熊本

高森　春花 (2)  38m91

鹿屋体育大・広島

やり投

(0.600kg)

10/10 山元　祐季 (2)  52m51

九州共立大・鹿児島

中村　結香 (2)  45m50

九州共立大・福岡

森　彩乃 (2)  45m37

九州共立大・福岡

河田　菜緒 (2)  41m80

福岡大・福岡

坂本　佳純 (1)  37m90

九州共立大・長崎

波平　真子 (1)  35m75

福岡教育大・広島

女子

凡例（NSS:規定外(TR5/国内R143)）


