
ト ラ ッ ク 審 判 長 廣末　敬

ス タ ー ト 審 判 長 石橋　寿利

跳 躍 審 判 長 田崎　弘宣　

投 て き 審 判 長 羽田野　明美

混 成 審 判 長 小俣　秀之

招 集 所 審 判 長 髙橋　玄海

記 録 主 任 田中　義博

日付 種目

後田　築(2) 1:55.25 谷本　昂士郎(1) 1:55.78 青木　龍翔(2) 1:56.44 中村　陸人(3) 1:56.54 中山　大地(3) 1:56.55 一木　奏太(3) 1:56.94 竹下　史啓(3) 1:56.97 松浦　充輝(3) 1:58.35
創成館 大牟田 大牟田 小倉工 長崎北 八幡 鳥栖工 筑紫
佐賀工 40.86 小倉工 41.15 佐世保西 41.16 九産大付九産 41.19 大分雄城台 41.19 長崎南 41.35 東筑紫 41.39 自由ケ丘 41.51
江口　大翔(3) 中村　祐大(3) 中川　穂泉(1) 山本　浩太郎(1) 岩男　昇空(1) 高橋　龍之介(2) 堀口　翼(3) 須内　仁(2)
田中　翔大(3) 酒匂　大成(3) 大串　翔大(3) 村岡　裕斗(2) 足立　珠凛(3) 達木　英弥(1) 岡田　伶太(3) 吉田　隼翔(1)
フェルナー　英輝(3) 今福　郁斗(3) 森　豪太(2) 中西　龍哉(3) 岩男　青空(3) 植松　康太(1) 久保田　広大(3) 吉村　勇気(2)
末次　拓海(3) 城崎　滉青(3) 岩村　勇希(2) 工藤　唯聖(3) 山越　聖矢(3) 谷口　幸希(3) 橋口　涼(3) 水町　勇吾(2)
城崎　滉青(3) 2m10 岩松　椋祐(3) 2m00 立川　矢真人(3) 1m94 小野　光槻(3) 1m91 吉村　大地(3) 1m91 大田　脩斗(3) 1m91 川添　叶真(3) 1m88 神近　友邑(1) 1m88
小倉工 諫早農 大分舞鶴 龍谷 福岡第一 福岡第一 東福岡 長崎日本大学
藥師寺　新(2) 61m56 吉岡　朝陽(3) 60m98 上戸　一真(3) 58m71 後藤　健太(3) 56m09 廣渡　隆真(3) 55m90 舩津　流星(3) 55m70 川井　鳳雅(2) 55m67 金光　風輝(3) 55m42
大分雄城台 長崎日本大学 長崎日本大学 佐伯鶴城 中間 筑前 長崎日本大学 苅田工
下森　美咲(1) 2:10.19 宮川　紗耶(2) 2:10.90 市川　碧花(3) 2:10.95 江藤　杏梨(1) 2:11.01 小松　夕夏(3) 2:11.82 田中　美優(3) 2:14.27 中島　遙音(1) 2:18.30 池主　茉弥(3) 2:18.89
北九州市立 大分西 筑紫女学園 北九州市立 唐津東 北九州市立 白石 自由ケ丘
大分雄城台 45.92 中村学園女 46.63 八女工 46.92 九州国際大付 47.05 筑紫女学園 47.06 戸畑 47.23 佐賀清和 47.43 祐誠 48.50
戸澤　琉華(3) GR 前田　美結子(2) 野口　美空(3) 堀　咲夢子(3) 森光　遥加(3) 江口　史奈(3) 庄司　千華(3) 田中　渚(2)
一原　彩花(3) 中尾　優花(3) 渡辺　梨央(3) 吉田　彩花(3) 井手口　陽菜里(1) 田島　美春(3) 江口　蘭琉(2) 長尾　ひなた(2)
佐伯　典香(2) 明日山　結月(2) 荒木　琴弓(3) 伊藤　珠奈(1) 篠﨑　杏水(2) 植野　美桜(2) 鶴田　恋子(1) 龍　実由(2)
大林　璃音(1) 木本　柊花(2) 田島　綾華(3) 高道　友愛(2) 上嶋　夏希(2) 新名　幸歩(1) 梶原　光姫(3) 生野　倫代(1)
中尾　優花(3) 5m95(-0.1) 平田　はな(2) 5m70(+2.2) 結城　心優(1) 5m64(+0.1) 佐藤　なな(1) 5m56(+0.3) 江藤　萌(3) 5m52(+0.5) 荒川　実咲(3) 5m50(+1.4) 緒方　彩乃(2) 5m48(+1.2) 榎並　彩(1) 5m47(+0.6)
中村学園女 福大若葉 公認5m60(-0.3) 中村学園女 大分豊府 溝部学園 諫早 長崎日本大学 純心女子
木下　希歩(3) 46m93 勝野　ひかり(3) 43m55 俵　芹奈(3) 43m47 小野　葉月(2) 43m43 赤星　香琳(3) 42m18 古川　幸心(3) 41m92 碇　麻央(2) 40m60 井口　知香(2) 39m71
筑紫 福岡女学院 西海学園 大分 筑紫 福岡女学院 佐賀女子 口加
石井　那奈(3) 4606点 宮﨑　美咲(3) 4243点 岡本　くるみ(3) 4053点 竹野内　舞(2) 3867点 前川　小桃乃(2) 3618点 一宮　真由(3) 3595点 廣沢　來星(2) 3504点 石田　光(3) 3272点
中村学園女 筑紫女学園 東筑紫 九産大付九産 佐賀清和 上対馬 諫早農 杵築

凡例  GR:大会記録

8位

6月19日 男子800m

令和3年度全九州高等学校体育大会秩父宮賜杯第74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会 
昭和電工ドーム大分 【441020】 
2021/06/17 ～ 2021/06/20

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

6月19日 男子やり投(800g)

6月19日 男子4×100mR

6月19日 男子走高跳

6月19日 女子走幅跳

6月19日 女子4×100mR

6月19日 女子800m

6月19日 女子ハンマー投(4.000kg)

14.87(-0.6)-1m49-9m15-26.02(-0.3)

5m47(-2.0)-30m87-2:30.74

6月18日 
～19日

女子七種競技
14.59(0.0)-1m40-8m66-26.35(-0.3)

5m10(+0.4)-25m53-2:33.78

15.74(0.0)-1m46-7m08-26.78(-0.4)

4m92(+0.4)-27m11-2:29.41

15.48(-0.6)-1m43-8m36-27.14(-0.4)

4m97(+0.2)-24m51-2:46.88

18.03(0.0)-1m35-8m26-29.95(-0.3)

4m46(-0.1)-29m38-2:42.77

16.36(-0.6)-1m35-7m54-27.51(-0.3)

4m69(-0.4)-17m21-2:26.83

17.30(-0.6)-1m35-7m91-28.41(-0.3)

4m64(-0.6)-26m75-2:29.46

16.45(0.0)-1m35-6m65-28.04(-0.3)

4m32(-0.7)-23m71-2:29.39


