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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 9/25 畠中　健太  (4) 15.34/-1.4

ﾊﾀﾅｶ ｹﾝﾀ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

久原　瑛大  (3) 16.01/-1.4

ｸﾊﾗ ｴｲﾀﾞｲ

福富ランナーズ

池田　悠真  (3) 16.19/-1.7

ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ

IRRC

山﨑　蓮司  (3) ﾔﾏｻｷ ﾚﾝｼﾞ 福富ランナーズ 16.45/-1.2

陣内　大輝  (4) ｼﾞﾝﾉｳﾁ ﾀﾞｲｷ ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ 16.45/-1.4

草野　蓮斗  (3) 16.58/-1.4

ｸｻﾉ ﾚﾝﾄ

伊三香

補伽　勇翔  (4) 16.60/-2.6

ﾎｶ ﾕｳﾄ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

原﨑　一希  (4) 16.70/-1.7

ﾊﾗｻｷ ｲﾌﾞｷ

福富ランナーズ

男子小学4年

１００ｍ 9/25 野口　應介  (5) 13.84/-1.8

ﾉｸﾞﾁ ｵｳｽｹ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

藤武　優大  (5) 14.78/-0.9

ﾌｼﾞﾀｹ ﾕｳﾀ

福富ランナーズ

鳥山日向太  (5) 14.92/-1.8

ﾄﾘﾔﾏ ﾋﾅﾀ

牧島ジュニア陸上

池田　　新  (5) 15.24/-1.8

ｲｹﾀﾞ ｱﾗﾀ

伊三香

吉田　　勝  (5) 15.33/-1.9

ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾙ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

廣　　健大  (5) 15.41/-1.4

ﾋﾛ ｹﾝﾀ

西有田

樺島　正宗 15.42/-1.4

ｶﾊﾞｼﾏﾏｻﾑﾈ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

梶山　颯希  (5) 15.52/-1.8

ｶｼﾞﾔﾏ ｿｳｷ

山代JAC

男子小学5年

１００ｍ 9/25 増田　羽航  (6) 13.17/-1.9

ﾏｽﾀﾞ ﾜﾀﾙ

TEAMRISING

蔵楽　　匠  (6) 13.92/-2.5

ｿﾞｳﾗｸ ﾀｸﾐ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

山﨑　大河  (6) 14.04/-1.8

ﾔﾏｻｷ ﾀｲｶﾞ

白石ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

金川佳ノ介  (6) 14.07/-2.6

ｶﾅｶﾞﾜ ｹｲﾉｽｹ

TEAMRISING

井﨑　凛空  (6) 14.37/-1.9

ｲｻﾞｷ ﾘｸ

TEAMRISING

大渡　慈音  (6) 14.42/-2.6

ｵｵﾜﾀﾘ ｼﾞｮﾝ

ｻﾜﾔｶｸﾗﾌﾞ

池田　颯馬  (6) 14.61/-2.5

ｲｹﾀﾞ ｿｳﾏ

IRRC

松永　悠李  (6) 14.97/-1.9

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳﾘ

山代JAC

男子小学6年

１０００ｍ 9/25 永益　大翔  (5)  3:32.07

ﾅｶﾞﾏｽ ﾋﾛﾄ

伊三香

瀧本　煌空  (5)  3:40.59

ﾀｷﾓﾄ ﾙｷｱ

伊三香

中島駿太朗  (5)  3:41.90

ﾅｶｼﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ

青嶺陸上

池田　　新  (5)  3:44.21

ｲｹﾀﾞ ｱﾗﾀ

伊三香

鳥山日向太  (5)  3:46.86

ﾄﾘﾔﾏ ﾋﾅﾀ

牧島ジュニア陸上

戸田　康介  (5)  3:55.08

ﾄﾀﾞ ｺｳｽｹ

伊三香

中村　優吾  (5)  3:55.90

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺﾞ

ｻﾜﾔｶｸﾗﾌﾞ

岩本　悠良  (5)  3:58.76

ｲﾜﾓﾄ ﾕﾗ

伊三香

男子小学5年

１０００ｍ 9/25 副島　慧汰  (6)  3:29.73

ｿｴｼﾞﾏ ｹｲﾀ

山代JAC

池田　颯馬  (6)  3:35.41

ｲｹﾀﾞ ｿｳﾏ

IRRC

木下　　翼  (6)  3:35.79

ｷﾉｼﾀ ﾂﾊﾞｻ

牧島ジュニア陸上

植松　純氷  (6)  3:37.56

ｳｴﾏﾂ ｼﾞｭﾘ

青嶺陸上

丸野晴太郎  (6)  3:45.14

ﾏﾙﾉ ｾｲﾀﾛｳ

山代JAC

井上　健心  (6)  3:50.89

ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾝ

青嶺陸上

下川　昊飛  (6)  3:55.41

ｼﾓｶﾜ ｼｮｳﾏ

東山代少

池田　湊音  (6)  4:17.91

ｲｹﾀﾞ ﾐﾅﾄ

東山代少

男子小学6年

１００ｍ 9/25 吉﨑　　颯  (3) 12.16/-1.2

ﾖｼｻﾞｷ ﾊﾔﾄ

CLAPSAGA

藤田　篤人  (1) 12.67/-1.2

ﾌｼﾞﾀ ｱﾂﾄ

AthleteLink

渕上　夢叶  (2) 12.86/-1.2

ﾌﾁｶﾐ ﾕﾒﾄ

有田中

納富　和輝  (1) 12.88/-1.2

ﾉｳﾄﾞﾐ ｶｽﾞｷ

AthleteLink

松尾　頼斗  (1) 12.96/-1.2

ﾏﾂｵ ﾗｲﾄ

武雄北中

二宮　　蓮  (2) 13.15/-1.2

ﾆﾉﾐﾔ ﾚﾝ

伊万里中

宮本　脩平  (1) 13.17/-1.2

ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ

志佐中

吉﨑　　壮  (1) 13.23/-1.2

ﾖｼｻﾞｷ ﾀｹﾙ

CLAPSAGA

３０００ｍ 9/25 吉木　涼真  (3)  9:27.46

ﾖｼｷ ﾘｮｳﾏ

啓成中

相良　流我  (3)  9:39.34

ｻｶﾞﾗ ﾘｭｳｶﾞ

啓成中

熊川　晴彦  (3)  9:53.70

ｸﾏｶﾞﾜ ﾊﾙﾋｺ

啓成中

長谷川雅皇  (1) 10:04.38

ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾞｵｳ

志佐中

平山　愉快  (2) 10:10.51

ﾋﾗﾔﾏ ﾕｶｲ

啓成中

吉浦　広翔  (2) 10:13.36

ﾖｼｳﾗ ﾋﾛﾄ

志佐中

林田　皇晟  (1) 10:14.91

ﾊﾔｼﾀﾞ ｺｳｾｲ

啓成中

松尾　一樹  (1) 10:26.94

ﾏﾂｵ ｲﾂｷ

武雄北中

走幅跳 9/25 小林　　翔  (3)   6m09/+0.1

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ

CLAPSAGA

小松数須馬  (3)   5m89/-0.8

ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ

CLAPSAGA

吉﨑　　颯  (3)   5m77/-1.2

ﾖｼｻﾞｷ ﾊﾔﾄ

CLAPSAGA

吉﨑　　壮  (1)   4m05/-1.1

ﾖｼｻﾞｷ ﾀｹﾙ

CLAPSAGA

男子中学

１００ｍ 9/25 古川　明世  (3) 11.16/-1.6

ﾌﾙｶﾜ ｱｷﾖ

長大医学部

岩永　勝太 11.21/-1.6

ｲﾜﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ

MRCｻｾﾎﾞ

大園　　佑 11.31/-1.6

ｵｵｿﾞﾉ ﾀｽｸ

国見台AC

永戸　宏和 11.32/-1.6

ﾅｶﾞﾄ ﾋﾛｶｽﾞ

日田市陸協

竹下　紘夢 11.35/-1.6

ﾀｹｼﾀ ﾋﾛﾑ

壱岐ＡＣ

奥田　一真  (2) 11.47/-1.6

ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

敬徳

原　　直哉  (3) 11.66/-1.6

ﾊﾗ ﾅｵﾔ

伊万里実

５０００ｍ 9/25 坂取　健斗 15:56.43

ｻｶﾄﾘ ｹﾝﾄ

SUMCO

山口　晃良 15:59.27

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ

ＳＥＰ

福田　憲互 16:00.92

ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｺﾞ

ＳＥＰ

森　　太一 16:56.51

ﾓﾘ ﾀｲﾁ

ＳＥＰ

古賀　慶彦 16:59.42

ｺｶﾞ ﾖｼﾋｺ

SUMCO

横山  知教 17:08.01

ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓﾉﾘ

MRCｻｾﾎﾞ

名波谷一朗 17:09.07

ﾅﾊﾞﾔ ｲﾁﾛｳ

ＳＥＰ

森山　立嵩 17:11.28

ﾓﾘﾔﾏ ﾀﾂﾀｶ

ＳＥＰ

走幅跳 9/25 山口　　響  (3)   6m55/+1.7

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ

伊万里実

松岡　優毅   6m14/+1.5

ﾏﾂｵｶ ﾕｳｷ

CLAPSAGA

須賀　煌希  (2)   5m97/+0.3

ｽｶﾞ ｺｳｷ

敬徳

吉末　晃太  (1)   5m92/+0.3

ﾖｼｽﾞｴ ｺｳﾀ

龍谷

満井　泉理  (2)   5m65/+0.6

ﾐﾂｲ ｾﾝﾘ

長大医学部

山本　竜晴   5m28/+0.5

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ

CLAPSAGA

今村麿圭利  (1)   5m15/+0.5

ｲﾏﾑﾗ ﾏｯｹﾝﾘ

敬徳

幸島　寛汰  (1)   5m05/+0.7

ｺｳｼﾏ ｶﾝﾀ

敬徳

やり投

(0.800kg)

9/25 竹下　　蕉  (3)  53m55

ﾀｹｼﾀ ｼｮｳ

三潴高

冨岡　秀悟  45m39

ﾄﾐｵｶ ｼｭｳｺﾞ

長崎市陸協

辻　　直輝  (1)  42m27

ﾂｼﾞ ﾅｵｷ

龍谷

松岡　優毅  40m31

CLAPSAGA

東　　敬介  40m09

ﾋｶﾞｼ ｹｲｽｹ

CLAPSAGA

須賀　煌希  (2)  38m43

ｽｶﾞ ｺｳｷ

敬徳

古川　幸樹  (1)  32m34

ﾌﾙｶﾜ ｺｳｷ

龍谷

男子一高

４００ｍ 9/25 竹下　紘夢 48.57

ﾀｹｼﾀ ﾋﾛﾑ NGR

壱岐ＡＣ

原　　直哉  (3) 50.97

ﾊﾗ ﾅｵﾔ

伊万里実

片岡　佑太 51.49

ｶﾀｵｶ ﾕｳﾀ

AthleteLink

大久保匡馬 53.27

ｵｵｸﾎﾞ ｷｮｳﾏ

国見台AC

笠原　悠以  (2) 56.81

ｶｻﾊﾗ ﾕｲ

伊万里実

山口　敏希  (1) 57.34

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｷ

敬徳

前田　大成 58.31

ﾏｴﾀﾞ ﾀｲｾｲ

MRCｻｾﾎﾞ

西山　拓摩  (1) 58.64

ﾆｼﾔﾏ ﾀｸﾏ

敬徳

１５００ｍ 9/25 大川内健太  (2)  4:04.91

ｵｵｶﾜﾁ ｹﾝﾀ

国見台AC

坂本　祐亮  (3)  4:15.44

ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ

有田工

森　　太一  4:21.45

ﾓﾘ ﾀｲﾁ

ＳＥＰ

古賀　慶彦  4:42.62

ｺｶﾞ ﾖｼﾋｺ

SUMCO

古賀　悠聖  (1)  5:04.76

ｺｶﾞ ﾕｳｾｲ

龍谷

森　　祐太  (1)  5:05.78

ﾓﾘ ﾕｳﾀ

敬徳

牟田口翔太朗(1)  5:05.83

ﾑﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ

龍谷

岩永虎太郎  (2)  5:15.27

ｲﾜﾅｶﾞ ｺﾀﾛｳ

有田中

男子共通

１００ｍ 9/25 高橋　　優  (3) 16.56/-2.3

ﾀｶﾊｼ ﾕｳ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

田中　希空  (4) 16.66/-0.7

ﾀﾅｶ ﾉｱ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

栗原　妃彗  (4) 16.70/-1.5

ｸﾘﾊﾗ ﾋｽｲ

東山代少

井上　　葵  (4) 16.71/-1.9

ｲﾉｳｴ ｱｵｲ

伊三香

福山　愛星  (4) 17.00/-1.8

ﾌｸﾔﾏ ｱｲﾙ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

江頭　藍子  (4) 17.16/-1.5

ｴｶﾞｼﾗ ｱｲｺ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

力武愛結莉  (4) ﾘｷﾀｹ ｱﾕﾘ 山代JAC 17.20/-1.5

池田　梓紗  (4) ｲｹﾀﾞ ｱｽﾞｻ 西有田 17.20/-2.0

女子小学4年

１００ｍ 9/25 千葉　杏華  (5) 14.32/-1.8

ﾁﾊﾞ ｱﾝｶ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

相良　華暖  (5) 15.04/-0.7

ｻｶﾞﾗ ｶﾉﾝ

TEAMRISING

関口　芽依  (5) 15.15/-1.6

ｾｷｸﾞﾁ ﾒｲ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

古川　梨桜  (5) 15.49/+0.1

ﾌﾙｶﾜ ﾘｵ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

井手　　希  (5) 15.52/-0.7

ｲﾃﾞ ﾉｿﾞﾐ

伊三香

杉山　陽南  (5) 15.59/-0.7

ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾅ

伊三香

松本　亜美  (5) 15.80/-1.6

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ

青嶺陸上

大草　美幸  (5) 15.83/-1.6

ｵｵｸｻ ﾐﾕｷ

相知ｸﾗﾌﾞ

女子小学5年

１００ｍ 9/25 井上　愛菜  (6) 14.48/+0.3

ｲﾉｳｴ ｴﾅ

西有田

山浦　　凪  (6) 14.72/+0.2

ﾔﾏｳﾗ ﾅｷﾞ

山代JAC

吉永　乃彩  (6) 14.83/-0.4

ﾖｼﾅｶﾞ ﾉｱ

山代JAC

吉﨑有希菜  (6) 14.89/-1.1

ﾖｼｻﾞｷ ﾕｷﾅ

山代JAC

原﨑　一花  (6) 15.02/+0.2

ﾊﾗｻｷ ｲﾁｶ

福富ランナーズ

杉山　舞華  (6) 15.08/-0.8

ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲｶ

伊三香

廣　　優那  (6) 15.38/-0.8

ﾋﾛ ﾕﾅ

西有田

吉村　理来  (6) 15.62/-0.4

ﾖｼﾑﾗ ﾘﾅ

福富ランナーズ

女子小学6年

８００ｍ 9/25 徳永　莉子  (5)  2:42.71

ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｺ

伊三香

南　　芽佳  (5)  2:45.89

ﾐﾅﾐ ﾒｲｶ

伊三香

井手　　希  (5)  2:52.88

ｲﾃﾞ ﾉｿﾞﾐ

伊三香

杉山　陽南  (5)  2:55.91

ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾅ

伊三香

山田　珠奈  (5)  2:56.32

ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾅ

伊三香

山口　幸穂  (5)  2:58.92

ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁﾎ

伊三香

吉田優里菜  (5)  3:01.88

ﾖｼﾀﾞ ﾕﾘﾅ

鳥栖基山R

福本　夕結  (5)  3:08.81

ﾌｸﾓﾄ ﾕｲ

伊三香

女子小学5年

８００ｍ 9/25 松尾　帆純  (6)  2:45.33

ﾏﾂｵ ﾎｽﾞﾐ

IRRC

小旗　佐奈  (6)  2:46.23

ｺﾊﾞﾀ ｻﾅ

青嶺陸上

原田　　心  (6)  2:48.51

ﾊﾗﾀﾞ ｺｺﾛ

伊三香

 横山 美優     (6)  2:49.95

ﾖｺﾔﾏ ﾐﾕｳ

MRCｻｾﾎﾞ

山浦　　凪  (6)  2:50.41

ﾔﾏｳﾗ ﾅｷﾞ

山代JAC

池田　恵梨  (6)  2:52.89

ｲｹﾀﾞ ｴﾘ

IRRC

山口　美心  (6)  2:56.03

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾐ

山代JAC

松尾和佳奈  (6)  2:56.11

ﾏﾂｵ ﾜｶﾅ

IRRC

女子小学6年

１００ｍ 9/25 石竹　　唯  (3) 13.13/-1.3

ｲｼﾀｹ ﾕｲ

啓成中

前田　葉月  (2) 13.82/-1.3

ﾏｴﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ

AthleteLink

福井　心遥  (2) 13.90/-1.3

ﾌｸｲ ｺﾊﾙ

伊万里中

西川　蓮奈 13.93/-1.3

ﾆｼｶﾜ

古賀夢結喜  (1) 14.00/-1.3

ｺｶﾞ ﾐﾕｷ

AthleteLink

德久　莉央  (1) 14.01/-1.3

ﾄｸﾋｻ ﾘｵ

有田中

児玉　優奈  (3) 14.05/-1.3

ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾅ

AthleteLink

溝上　奏楽  (1) 14.06/-1.3

ﾐｿﾞｶﾐ ｿﾗ

AthleteLink

２０００ｍ 9/25 川島　利織  (1)  7:15.84

ｶﾜｼﾏ ﾘｵ

志佐中

前田　琴美  (1)  7:16.03

ﾏｴﾀﾞ ｺﾄﾐ

啓成中

岡崎　　和  (2)  7:46.95

ｵｶｻﾞｷ ﾉﾄﾞｶ

啓成中

増田　もも  (2)  8:08.05

ﾏｽﾀﾞ ﾓﾓ

志佐中

森下　寛子  (1)  8:11.26

ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛｺ

啓成中

伊藤　真央  (2)  8:20.70

ｲﾄｳ ﾏｵ

志佐中

井上　心捺  (1)  8:45.14

ｲﾉｳｴ ｺﾅﾂ

啓成中

大庭　心遥  (1)  7:48.20

ｵｵﾊﾞ ｺﾊﾙ

啓成中

女子中学

凡例（NGR:大会新記録）
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走幅跳 9/25 児玉　優奈  (3)   4m27/-2.1

ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾅ

AthleteLink

田中　冴実  (3)   4m24/-0.8

ﾀﾅｶ ｻｴﾐ

山代中

山口瑚々夏  (1)   3m07/-3.5

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｺﾅ

山内中

女子中学

１００ｍ 9/25 鶴田　恋子  (2) 12.92/-0.7

ﾂﾙﾀﾞ ｺｺ

佐賀清和

濱屋なつみ  (2) 13.13/-0.7

ﾊﾏﾔ ﾅﾂﾐ

長大医学部

江里　馨子  (1) 13.15/-0.7

ｴﾘ ｶｵﾙｺ

佐賀清和

長尾　夏鈴  (2) 13.33/-0.7

ﾅｶﾞｵ ｶﾘﾝ

佐賀清和

古賀　美来  (2) 13.47/-0.7

ｺｶﾞ ﾐﾗ

龍谷

重松　一花  (2) 13.64/-0.7

ｼｹﾞﾏﾂ ｲﾁｶ

佐賀清和

堤　　由美 13.86/-0.7

ﾂﾂﾐ ﾕﾐ

CLAPSAGA

４００ｍ 9/25 松尾　優那  (1)  1:03.41

ﾏﾂｵ ﾕﾅ

佐賀清和

伊東　里奈  (2)  1:05.37

ｲﾄｳ ﾘﾅ

鹿島高

福崎ひなた  (1)  1:09.70

ﾌｸｻﾞｷ ﾋﾅﾀ

佐賀清和

走幅跳 9/25 石川　さや  (2)   4m67/-3.1

ｲｼｶﾜ ｻﾔ

佐賀清和

瓜生田朝子  (1)   4m59/-0.1

ｳﾘｳﾀﾞ ｱｻｺ

佐賀清和

川浪　明美  (2)   4m28/-0.8

ｶﾜﾅﾐ ｱｹﾐ

鹿島高

高岸　李佳   4m14/-0.1

ﾀｶｷﾞｼ ﾓﾓｶ

CLAPSAGA

稲富　かこ  (1)   4m06/-0.6

ｲﾅﾄﾞﾐ ｶｺ

龍谷

やり投

(0.600kg)

9/25 緒方　真世  (1)  28m55

ｵｶﾞﾀ ﾏﾖ

佐賀清和

女子一高

８００ｍ 9/25 堀田　佳奈  (3)  2:21.58

ﾎｯﾀ ｶﾅ

伊万里実

池田　夢唯  2:27.62

ｲｹﾀﾞ　ﾐﾕ

多久島奈菜  (1)  2:45.70

ﾀｸｼﾏ ﾅﾅ

伊万里実

冨田　心美  (2)  3:06.07

ﾄﾐﾀ ｺｺﾐ

有田中

髙野　　凉  (1)  3:18.50

ﾀｶﾉ ｽｽﾞ

有田中

３０００ｍ 9/25 今里あんり  (3) 10:47.10

ｲﾏｻﾞﾄ ｱﾝﾘ

志佐中

川島　彩良  (3) 10:50.99

ｶﾜｼﾏ ｻﾗ

志佐中

下平妃奈タ  (3) 11:35.35

ｼﾓﾋﾗ ﾋﾅﾀ

啓成中

松尾　帆花  (2) 11:51.96

ﾏﾂｵ ﾎﾉｶ

啓成中

女子共通

４×１００ｍ 9/25 TEAM RISING小Ａ 54.50

NGR井﨑　凛空  (6)

増田　羽航  (6)

相賀　照大  (6)

金川佳ノ介  (6)

山代JAC小Ａ 59.45

副島　慧汰  (6)

松永　悠李  (6)

髙野天琉真  (6)

山浦　　優  (6)

伊三香小Ａ  1:00.98

戸田　康介  (5)

瀧本　煌空  (5)

永益　大翔  (5)

池田　　新  (5)

牧島ジュニア陸上小Ａ  1:01.36

池田　蓮飛  (6)

鳥山日向太  (5)

松尾　拓哉  (6)

木下　　翼  (6)

青嶺陸上小Ａ  1:02.96

中島駿太朗  (5)

井上　健心  (6)

小旗　一誠  (5)

植松　純氷  (6)

福富ランナーズ小Ａ  1:03.13

山口蒼太朗  (5)

藤武　優大  (5)

岸川　湊音  (5)

小栁　瑛嗣  (5)

福富ランナーズ小Ｂ  1:03.78

笹川　春一  (5)

久原　瑛大  (3)

原﨑　一希  (4)

山口　蒼眞  (5)

IRRC小Ａ  1:04.89

川崎　翔空  (4)

緒方　翔真  (3)

池田　悠真  (3)

池田　颯馬  (6)

男子小学

４×１００ｍ 9/25 伊万里中中Ａ 50.76

合田　伊織  (1)

二宮　　蓮  (2)

山本　哲史  (1)

大串　幸輝  (2)

啓成中中Ａ 50.83

力武　俄空  (2)

森　元太郎  (1)

工藤　　宙  (1)

滝元　　蓮  (2)

志佐中中Ａ 51.75

内野　法幸  (1)

宮本　脩平  (1)

峰松　　駿  (1)

福島　快進  (1)

伊万里中中Ｂ 55.09

大久保元太  (1)

倉冨颯一郎  (2)

山下　琉維  (1)

田中左之助  (1)

男子中学

４×１００ｍ 9/25 国見台AC一Ａ 43.01

正木　友海

中山　太郎

大園　　佑

大久保匡馬

敬徳一Ａ 44.20

末藤　優太  (2)

小笠原　巧  (2)

古舘　龍聖  (2)

奥田　一真  (2)

龍谷一Ａ 44.68

吉末　晃太  (1)

浦田　慎平  (2)

山本格之進  (2)

松尾　隆広  (1)

NBC一Ａ 45.14

谷本　直樹

満岡　翔太

仁部　智之

佐伯　裕也

MRCｻｾﾎﾞ一Ａ 46.04

友廣　真一

岩永　勝太

前田　大成

江口　　慧

CLAP SAGA一Ａ 47.41

東　　敬介

永留　正開

松岡　優毅

石井　祐三

敬徳一Ｂ 47.53

緒方　拓馬  (1)

原田　大輝  (1)

今村麿圭利  (1)

山口　敏希  (1)

男子一高

４×４００ｍ 9/25 国見台AC一Ａ  3:34.68

大園　　佑

大久保匡馬

中尾　浩司

荒木　宏文

敬徳一Ａ  3:44.32

末藤　優太  (2)

辻?? 諒太     (2)

須賀　煌希  (2)

岩谷　実海  (2)

伊万里実一Ａ  3:48.83

笠原　悠以  (2)

原　　直哉  (3)

松尾　咲希  (1)

山口　　響  (3)

敬徳一Ｂ  3:54.26

田中　琉聖  (1)

西山　拓摩  (1)

小笠原　巧  (2)

奥田　一真  (2)

武雄青陵一Ｂ  3:57.82

草場　陸玖  (3)

石丸朔太郎  (3)

増田　武慶  (2)

辻　　一朗  (2)

武雄青陵一Ｃ  3:59.90

福田　竜也  (3)

井手　　樹  (2)

岸川　拓矢  (3)

樋口　心温  (2)

敬徳一Ｃ  4:15.95

原田　大輝  (1)

幸島　寛汰  (1)

今村麿圭利  (1)

山口　敏希  (1)

男子共通

４×１００ｍ 9/25 山代JAC小Ａ 58.59

吉永　乃彩  (6)

吉﨑有希菜  (6)

山浦　　凪  (6)

山下　里奈  (6)

福富ランナーズ小Ａ  1:00.83

廣橋さくら  (6)

原﨑　一花  (6)

吉村　理来  (6)

久原　夏葵  (6)

西有田小Ａ  1:00.98

小川　　岬  (5)

廣　　優那  (6)

西川　蓮好  (6)

井上　愛菜  (6)

伊三香小Ａ  1:01.06

原田　　心  (6)

杉山　舞華  (6)

木須　　芽  (6)

徳永　莉子  (5)

伊三香小Ｂ  1:01.55

山口　幸穂  (5)

井手　　希  (5)

杉山　陽南  (5)

山田　珠奈  (5)

IRRC小Ａ  1:01.95

髙嶋　茜里  (6)

松尾　帆純  (6)

松尾和佳奈  (6)

池田　恵梨  (6)

山代JAC小Ｂ  1:05.05

貞方　望寛  (4)

竹下　璃子  (6)

力武愛結莉  (4)

山口　蒼生  (5)

青嶺陸上小Ａ  1:05.50

小旗　佐奈  (6)

松本　亜美  (5)

安永　汐里  (5)

松本　梨那  (4)

女子小学

４×１００ｍ 9/25 ATHLEETRINK 54.27

小森　亜優  (1)

古賀夢結喜  (1)

福田　綾乃  (2)

溝上　奏楽  (1)

伊万里中中Ａ 56.12

中島瑚々奈  (1)

福井　心遥  (2)

松永　花音  (2)

前田　瑠杏  (2)

志佐中中  1:00.82

伊藤　真央  (2)

川島　利織  (1)

藤澤萌々菜  (1)

杉山　　楓  (2)

山内中中Ａ  1:01.50

大塚　優衣  (2)

前田　莉音  (2)

山口瑚々夏  (1)

山下陽菜乃  (1)

女子中学

４×１００ｍ 9/25 伊万里実一Ａ 48.60

NGR黒木　柚衣  (2)

前川　帆乃  (1)

浦志　光里  (2)

濵部　莉帆  (3)

佐賀清和一Ａ 50.57

江里　馨子  (1)

鶴田　恋子  (2)

長尾　夏鈴  (2)

大串　芽生  (1)

佐賀清和一Ｂ 53.20

重松　一花  (2)

辻　　悠奈  (2)

瓜生田朝子  (1)

福崎ひなた  (1)

女子一高

４×４００ｍ 9/25 武雄青陵一Ａ  5:18.13

平川　美咲  (3)

岡本　莉子  (3)

江副心斗美  (3)

中島　玲奈  (3)

女子共通

凡例（NGR:大会新記録）
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１００ｍ 9/25 畠中　健太  (4) 15.34/-1.4

ﾊﾀﾅｶ ｹﾝﾀ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

久原　瑛大  (3) 16.01/-1.4

ｸﾊﾗ ｴｲﾀﾞｲ

福富ランナーズ

池田　悠真  (3) 16.19/-1.7

ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ

IRRC

山﨑　蓮司  (3) ﾔﾏｻｷ ﾚﾝｼﾞ 福富ランナーズ 16.45/-1.2

陣内　大輝  (4) ｼﾞﾝﾉｳﾁ ﾀﾞｲｷ ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ 16.45/-1.4

草野　蓮斗  (3) 16.58/-1.4

ｸｻﾉ ﾚﾝﾄ

伊三香

補伽　勇翔  (4) 16.60/-2.6

ﾎｶ ﾕｳﾄ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

原﨑　一希  (4) 16.70/-1.7

ﾊﾗｻｷ ｲﾌﾞｷ

福富ランナーズ

男子小学4年

１００ｍ 9/25 野口　應介  (5) 13.84/-1.8

ﾉｸﾞﾁ ｵｳｽｹ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

藤武　優大  (5) 14.78/-0.9

ﾌｼﾞﾀｹ ﾕｳﾀ

福富ランナーズ

鳥山日向太  (5) 14.92/-1.8

ﾄﾘﾔﾏ ﾋﾅﾀ

牧島ジュニア陸上

池田　　新  (5) 15.24/-1.8

ｲｹﾀﾞ ｱﾗﾀ

伊三香

吉田　　勝  (5) 15.33/-1.9

ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾙ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

廣　　健大  (5) 15.41/-1.4

ﾋﾛ ｹﾝﾀ

西有田

樺島　正宗 15.42/-1.4

ｶﾊﾞｼﾏﾏｻﾑﾈ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

梶山　颯希  (5) 15.52/-1.8

ｶｼﾞﾔﾏ ｿｳｷ

山代JAC

男子小学5年

１００ｍ 9/25 増田　羽航  (6) 13.17/-1.9

ﾏｽﾀﾞ ﾜﾀﾙ

TEAMRISING

蔵楽　　匠  (6) 13.92/-2.5

ｿﾞｳﾗｸ ﾀｸﾐ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

山﨑　大河  (6) 14.04/-1.8

ﾔﾏｻｷ ﾀｲｶﾞ

白石ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

金川佳ノ介  (6) 14.07/-2.6

ｶﾅｶﾞﾜ ｹｲﾉｽｹ

TEAMRISING

井﨑　凛空  (6) 14.37/-1.9

ｲｻﾞｷ ﾘｸ

TEAMRISING

大渡　慈音  (6) 14.42/-2.6

ｵｵﾜﾀﾘ ｼﾞｮﾝ

ｻﾜﾔｶｸﾗﾌﾞ

池田　颯馬  (6) 14.61/-2.5

ｲｹﾀﾞ ｿｳﾏ

IRRC

松永　悠李  (6) 14.97/-1.9

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳﾘ

山代JAC

男子小学6年

１０００ｍ 9/25 永益　大翔  (5)  3:32.07

ﾅｶﾞﾏｽ ﾋﾛﾄ

伊三香

瀧本　煌空  (5)  3:40.59

ﾀｷﾓﾄ ﾙｷｱ

伊三香

中島駿太朗  (5)  3:41.90

ﾅｶｼﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ

青嶺陸上

池田　　新  (5)  3:44.21

ｲｹﾀﾞ ｱﾗﾀ

伊三香

鳥山日向太  (5)  3:46.86

ﾄﾘﾔﾏ ﾋﾅﾀ

牧島ジュニア陸上

戸田　康介  (5)  3:55.08

ﾄﾀﾞ ｺｳｽｹ

伊三香

中村　優吾  (5)  3:55.90

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺﾞ

ｻﾜﾔｶｸﾗﾌﾞ

岩本　悠良  (5)  3:58.76

ｲﾜﾓﾄ ﾕﾗ

伊三香

男子小学5年

１０００ｍ 9/25 副島　慧汰  (6)  3:29.73

ｿｴｼﾞﾏ ｹｲﾀ

山代JAC

池田　颯馬  (6)  3:35.41

ｲｹﾀﾞ ｿｳﾏ

IRRC

木下　　翼  (6)  3:35.79

ｷﾉｼﾀ ﾂﾊﾞｻ

牧島ジュニア陸上

植松　純氷  (6)  3:37.56

ｳｴﾏﾂ ｼﾞｭﾘ

青嶺陸上

丸野晴太郎  (6)  3:45.14

ﾏﾙﾉ ｾｲﾀﾛｳ

山代JAC

井上　健心  (6)  3:50.89

ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾝ

青嶺陸上

下川　昊飛  (6)  3:55.41

ｼﾓｶﾜ ｼｮｳﾏ

東山代少

池田　湊音  (6)  4:17.91

ｲｹﾀﾞ ﾐﾅﾄ

東山代少

男子小学6年

１００ｍ 9/25 吉﨑　　颯  (3) 12.16/-1.2

ﾖｼｻﾞｷ ﾊﾔﾄ

CLAPSAGA

藤田　篤人  (1) 12.67/-1.2

ﾌｼﾞﾀ ｱﾂﾄ

AthleteLink

渕上　夢叶  (2) 12.86/-1.2

ﾌﾁｶﾐ ﾕﾒﾄ

有田中

納富　和輝  (1) 12.88/-1.2

ﾉｳﾄﾞﾐ ｶｽﾞｷ

AthleteLink

松尾　頼斗  (1) 12.96/-1.2

ﾏﾂｵ ﾗｲﾄ

武雄北中

二宮　　蓮  (2) 13.15/-1.2

ﾆﾉﾐﾔ ﾚﾝ

伊万里中

宮本　脩平  (1) 13.17/-1.2

ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ

志佐中

吉﨑　　壮  (1) 13.23/-1.2

ﾖｼｻﾞｷ ﾀｹﾙ

CLAPSAGA

３０００ｍ 9/25 吉木　涼真  (3)  9:27.46

ﾖｼｷ ﾘｮｳﾏ

啓成中

相良　流我  (3)  9:39.34

ｻｶﾞﾗ ﾘｭｳｶﾞ

啓成中

熊川　晴彦  (3)  9:53.70

ｸﾏｶﾞﾜ ﾊﾙﾋｺ

啓成中

長谷川雅皇  (1) 10:04.38

ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾞｵｳ

志佐中

平山　愉快  (2) 10:10.51

ﾋﾗﾔﾏ ﾕｶｲ

啓成中

吉浦　広翔  (2) 10:13.36

ﾖｼｳﾗ ﾋﾛﾄ

志佐中

林田　皇晟  (1) 10:14.91

ﾊﾔｼﾀﾞ ｺｳｾｲ

啓成中

松尾　一樹  (1) 10:26.94

ﾏﾂｵ ｲﾂｷ

武雄北中

走幅跳 9/25 小林　　翔  (3)   6m09/+0.1

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ

CLAPSAGA

小松数須馬  (3)   5m89/-0.8

ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ

CLAPSAGA

吉﨑　　颯  (3)   5m77/-1.2

ﾖｼｻﾞｷ ﾊﾔﾄ

CLAPSAGA

吉﨑　　壮  (1)   4m05/-1.1

ﾖｼｻﾞｷ ﾀｹﾙ

CLAPSAGA

男子中学

１００ｍ 9/25 古川　明世  (3) 11.16/-1.6

ﾌﾙｶﾜ ｱｷﾖ

長大医学部

岩永　勝太 11.21/-1.6

ｲﾜﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ

MRCｻｾﾎﾞ

大園　　佑 11.31/-1.6

ｵｵｿﾞﾉ ﾀｽｸ

国見台AC

永戸　宏和 11.32/-1.6

ﾅｶﾞﾄ ﾋﾛｶｽﾞ

日田市陸協

竹下　紘夢 11.35/-1.6

ﾀｹｼﾀ ﾋﾛﾑ

壱岐ＡＣ

奥田　一真  (2) 11.47/-1.6

ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

敬徳

原　　直哉  (3) 11.66/-1.6

ﾊﾗ ﾅｵﾔ

伊万里実

５０００ｍ 9/25 坂取　健斗 15:56.43

ｻｶﾄﾘ ｹﾝﾄ

SUMCO

山口　晃良 15:59.27

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ

ＳＥＰ

福田　憲互 16:00.92

ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｺﾞ

ＳＥＰ

森　　太一 16:56.51

ﾓﾘ ﾀｲﾁ

ＳＥＰ

古賀　慶彦 16:59.42

ｺｶﾞ ﾖｼﾋｺ

SUMCO

横山  知教 17:08.01

ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓﾉﾘ

MRCｻｾﾎﾞ

名波谷一朗 17:09.07

ﾅﾊﾞﾔ ｲﾁﾛｳ

ＳＥＰ

森山　立嵩 17:11.28

ﾓﾘﾔﾏ ﾀﾂﾀｶ

ＳＥＰ

走幅跳 9/25 山口　　響  (3)   6m55/+1.7

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ

伊万里実

松岡　優毅   6m14/+1.5

ﾏﾂｵｶ ﾕｳｷ

CLAPSAGA

須賀　煌希  (2)   5m97/+0.3

ｽｶﾞ ｺｳｷ

敬徳

吉末　晃太  (1)   5m92/+0.3

ﾖｼｽﾞｴ ｺｳﾀ

龍谷

満井　泉理  (2)   5m65/+0.6

ﾐﾂｲ ｾﾝﾘ

長大医学部

山本　竜晴   5m28/+0.5

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ

CLAPSAGA

今村麿圭利  (1)   5m15/+0.5

ｲﾏﾑﾗ ﾏｯｹﾝﾘ

敬徳

幸島　寛汰  (1)   5m05/+0.7

ｺｳｼﾏ ｶﾝﾀ

敬徳

やり投

(0.800kg)

9/25 竹下　　蕉  (3)  53m55

ﾀｹｼﾀ ｼｮｳ

三潴高

冨岡　秀悟  45m39

ﾄﾐｵｶ ｼｭｳｺﾞ

長崎市陸協

辻　　直輝  (1)  42m27

ﾂｼﾞ ﾅｵｷ

龍谷

松岡　優毅  40m31

CLAPSAGA

東　　敬介  40m09

ﾋｶﾞｼ ｹｲｽｹ

CLAPSAGA

須賀　煌希  (2)  38m43

ｽｶﾞ ｺｳｷ

敬徳

古川　幸樹  (1)  32m34

ﾌﾙｶﾜ ｺｳｷ

龍谷

男子一高

４００ｍ 9/25 竹下　紘夢 48.57

ﾀｹｼﾀ ﾋﾛﾑ NGR

壱岐ＡＣ

原　　直哉  (3) 50.97

ﾊﾗ ﾅｵﾔ

伊万里実

片岡　佑太 51.49

ｶﾀｵｶ ﾕｳﾀ

AthleteLink

大久保匡馬 53.27

ｵｵｸﾎﾞ ｷｮｳﾏ

国見台AC

笠原　悠以  (2) 56.81

ｶｻﾊﾗ ﾕｲ

伊万里実

山口　敏希  (1) 57.34

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｷ

敬徳

前田　大成 58.31

ﾏｴﾀﾞ ﾀｲｾｲ

MRCｻｾﾎﾞ

西山　拓摩  (1) 58.64

ﾆｼﾔﾏ ﾀｸﾏ

敬徳

１５００ｍ 9/25 大川内健太  (2)  4:04.91

ｵｵｶﾜﾁ ｹﾝﾀ

国見台AC

坂本　祐亮  (3)  4:15.44

ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ

有田工

森　　太一  4:21.45

ﾓﾘ ﾀｲﾁ

ＳＥＰ

古賀　慶彦  4:42.62

ｺｶﾞ ﾖｼﾋｺ

SUMCO

古賀　悠聖  (1)  5:04.76

ｺｶﾞ ﾕｳｾｲ

龍谷

森　　祐太  (1)  5:05.78

ﾓﾘ ﾕｳﾀ

敬徳

牟田口翔太朗(1)  5:05.83

ﾑﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ

龍谷

岩永虎太郎  (2)  5:15.27

ｲﾜﾅｶﾞ ｺﾀﾛｳ

有田中

男子共通

１００ｍ 9/25 高橋　　優  (3) 16.56/-2.3

ﾀｶﾊｼ ﾕｳ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

田中　希空  (4) 16.66/-0.7

ﾀﾅｶ ﾉｱ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

栗原　妃彗  (4) 16.70/-1.5

ｸﾘﾊﾗ ﾋｽｲ

東山代少

井上　　葵  (4) 16.71/-1.9

ｲﾉｳｴ ｱｵｲ

伊三香

福山　愛星  (4) 17.00/-1.8

ﾌｸﾔﾏ ｱｲﾙ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

江頭　藍子  (4) 17.16/-1.5

ｴｶﾞｼﾗ ｱｲｺ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

力武愛結莉  (4) ﾘｷﾀｹ ｱﾕﾘ 山代JAC 17.20/-1.5

池田　梓紗  (4) ｲｹﾀﾞ ｱｽﾞｻ 西有田 17.20/-2.0

女子小学4年

１００ｍ 9/25 千葉　杏華  (5) 14.32/-1.8

ﾁﾊﾞ ｱﾝｶ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

相良　華暖  (5) 15.04/-0.7

ｻｶﾞﾗ ｶﾉﾝ

TEAMRISING

関口　芽依  (5) 15.15/-1.6

ｾｷｸﾞﾁ ﾒｲ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

古川　梨桜  (5) 15.49/+0.1

ﾌﾙｶﾜ ﾘｵ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

井手　　希  (5) 15.52/-0.7

ｲﾃﾞ ﾉｿﾞﾐ

伊三香

杉山　陽南  (5) 15.59/-0.7

ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾅ

伊三香

松本　亜美  (5) 15.80/-1.6

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ

青嶺陸上

大草　美幸  (5) 15.83/-1.6

ｵｵｸｻ ﾐﾕｷ

相知ｸﾗﾌﾞ

女子小学5年

１００ｍ 9/25 井上　愛菜  (6) 14.48/+0.3

ｲﾉｳｴ ｴﾅ

西有田

山浦　　凪  (6) 14.72/+0.2

ﾔﾏｳﾗ ﾅｷﾞ

山代JAC

吉永　乃彩  (6) 14.83/-0.4

ﾖｼﾅｶﾞ ﾉｱ

山代JAC

吉﨑有希菜  (6) 14.89/-1.1

ﾖｼｻﾞｷ ﾕｷﾅ

山代JAC

原﨑　一花  (6) 15.02/+0.2

ﾊﾗｻｷ ｲﾁｶ

福富ランナーズ

杉山　舞華  (6) 15.08/-0.8

ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲｶ

伊三香

廣　　優那  (6) 15.38/-0.8

ﾋﾛ ﾕﾅ

西有田

吉村　理来  (6) 15.62/-0.4

ﾖｼﾑﾗ ﾘﾅ

福富ランナーズ

女子小学6年

８００ｍ 9/25 徳永　莉子  (5)  2:42.71

ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｺ

伊三香

南　　芽佳  (5)  2:45.89

ﾐﾅﾐ ﾒｲｶ

伊三香

井手　　希  (5)  2:52.88

ｲﾃﾞ ﾉｿﾞﾐ

伊三香

杉山　陽南  (5)  2:55.91

ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾅ

伊三香

山田　珠奈  (5)  2:56.32

ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾅ

伊三香

山口　幸穂  (5)  2:58.92

ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁﾎ

伊三香

吉田優里菜  (5)  3:01.88

ﾖｼﾀﾞ ﾕﾘﾅ

鳥栖基山R

福本　夕結  (5)  3:08.81

ﾌｸﾓﾄ ﾕｲ

伊三香

女子小学5年

８００ｍ 9/25 松尾　帆純  (6)  2:45.33

ﾏﾂｵ ﾎｽﾞﾐ

IRRC

小旗　佐奈  (6)  2:46.23

ｺﾊﾞﾀ ｻﾅ

青嶺陸上

原田　　心  (6)  2:48.51

ﾊﾗﾀﾞ ｺｺﾛ

伊三香

 横山 美優     (6)  2:49.95

ﾖｺﾔﾏ ﾐﾕｳ

MRCｻｾﾎﾞ

山浦　　凪  (6)  2:50.41

ﾔﾏｳﾗ ﾅｷﾞ

山代JAC

池田　恵梨  (6)  2:52.89

ｲｹﾀﾞ ｴﾘ

IRRC

山口　美心  (6)  2:56.03

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾐ

山代JAC

松尾和佳奈  (6)  2:56.11

ﾏﾂｵ ﾜｶﾅ

IRRC

女子小学6年

１００ｍ 9/25 石竹　　唯  (3) 13.13/-1.3

ｲｼﾀｹ ﾕｲ

啓成中

前田　葉月  (2) 13.82/-1.3

ﾏｴﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ

AthleteLink

福井　心遥  (2) 13.90/-1.3

ﾌｸｲ ｺﾊﾙ

伊万里中

西川　蓮奈 13.93/-1.3

ﾆｼｶﾜ

古賀夢結喜  (1) 14.00/-1.3

ｺｶﾞ ﾐﾕｷ

AthleteLink

德久　莉央  (1) 14.01/-1.3

ﾄｸﾋｻ ﾘｵ

有田中

児玉　優奈  (3) 14.05/-1.3

ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾅ

AthleteLink

溝上　奏楽  (1) 14.06/-1.3

ﾐｿﾞｶﾐ ｿﾗ

AthleteLink

２０００ｍ 9/25 川島　利織  (1)  7:15.84

ｶﾜｼﾏ ﾘｵ

志佐中

前田　琴美  (1)  7:16.03

ﾏｴﾀﾞ ｺﾄﾐ

啓成中

岡崎　　和  (2)  7:46.95

ｵｶｻﾞｷ ﾉﾄﾞｶ

啓成中

増田　もも  (2)  8:08.05

ﾏｽﾀﾞ ﾓﾓ

志佐中

森下　寛子  (1)  8:11.26

ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛｺ

啓成中

伊藤　真央  (2)  8:20.70

ｲﾄｳ ﾏｵ

志佐中

井上　心捺  (1)  8:45.14

ｲﾉｳｴ ｺﾅﾂ

啓成中

大庭　心遥  (1)  7:48.20

ｵｵﾊﾞ ｺﾊﾙ

啓成中

女子中学

凡例（NGR:大会新記録）
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走幅跳 9/25 児玉　優奈  (3)   4m27/-2.1

ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾅ

AthleteLink

田中　冴実  (3)   4m24/-0.8

ﾀﾅｶ ｻｴﾐ

山代中

山口瑚々夏  (1)   3m07/-3.5

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｺﾅ

山内中

女子中学

１００ｍ 9/25 鶴田　恋子  (2) 12.92/-0.7

ﾂﾙﾀﾞ ｺｺ

佐賀清和

濱屋なつみ  (2) 13.13/-0.7

ﾊﾏﾔ ﾅﾂﾐ

長大医学部

江里　馨子  (1) 13.15/-0.7

ｴﾘ ｶｵﾙｺ

佐賀清和

長尾　夏鈴  (2) 13.33/-0.7

ﾅｶﾞｵ ｶﾘﾝ

佐賀清和

古賀　美来  (2) 13.47/-0.7

ｺｶﾞ ﾐﾗ

龍谷

重松　一花  (2) 13.64/-0.7

ｼｹﾞﾏﾂ ｲﾁｶ

佐賀清和

堤　　由美 13.86/-0.7

ﾂﾂﾐ ﾕﾐ

CLAPSAGA

４００ｍ 9/25 松尾　優那  (1)  1:03.41

ﾏﾂｵ ﾕﾅ

佐賀清和

伊東　里奈  (2)  1:05.37

ｲﾄｳ ﾘﾅ

鹿島高

福崎ひなた  (1)  1:09.70

ﾌｸｻﾞｷ ﾋﾅﾀ

佐賀清和

走幅跳 9/25 石川　さや  (2)   4m67/-3.1

ｲｼｶﾜ ｻﾔ

佐賀清和

瓜生田朝子  (1)   4m59/-0.1

ｳﾘｳﾀﾞ ｱｻｺ

佐賀清和

川浪　明美  (2)   4m28/-0.8

ｶﾜﾅﾐ ｱｹﾐ

鹿島高

高岸　李佳   4m14/-0.1

ﾀｶｷﾞｼ ﾓﾓｶ

CLAPSAGA

稲富　かこ  (1)   4m06/-0.6

ｲﾅﾄﾞﾐ ｶｺ

龍谷

やり投

(0.600kg)

9/25 緒方　真世  (1)  28m55

ｵｶﾞﾀ ﾏﾖ

佐賀清和

女子一高

８００ｍ 9/25 堀田　佳奈  (3)  2:21.58

ﾎｯﾀ ｶﾅ

伊万里実

池田　夢唯  2:27.62

ｲｹﾀﾞ　ﾐﾕ

多久島奈菜  (1)  2:45.70

ﾀｸｼﾏ ﾅﾅ

伊万里実

冨田　心美  (2)  3:06.07

ﾄﾐﾀ ｺｺﾐ

有田中

髙野　　凉  (1)  3:18.50

ﾀｶﾉ ｽｽﾞ

有田中

３０００ｍ 9/25 今里あんり  (3) 10:47.10

ｲﾏｻﾞﾄ ｱﾝﾘ

志佐中

川島　彩良  (3) 10:50.99

ｶﾜｼﾏ ｻﾗ

志佐中

下平妃奈タ  (3) 11:35.35

ｼﾓﾋﾗ ﾋﾅﾀ

啓成中

松尾　帆花  (2) 11:51.96

ﾏﾂｵ ﾎﾉｶ

啓成中

女子共通

４×１００ｍ 9/25 TEAM RISING小Ａ 54.50

NGR井﨑　凛空  (6)

増田　羽航  (6)

相賀　照大  (6)

金川佳ノ介  (6)

山代JAC小Ａ 59.45

副島　慧汰  (6)

松永　悠李  (6)

髙野天琉真  (6)

山浦　　優  (6)

伊三香小Ａ  1:00.98

戸田　康介  (5)

瀧本　煌空  (5)

永益　大翔  (5)

池田　　新  (5)

牧島ジュニア陸上小Ａ  1:01.36

池田　蓮飛  (6)

鳥山日向太  (5)

松尾　拓哉  (6)

木下　　翼  (6)

青嶺陸上小Ａ  1:02.96

中島駿太朗  (5)

井上　健心  (6)

小旗　一誠  (5)

植松　純氷  (6)

福富ランナーズ小Ａ  1:03.13

山口蒼太朗  (5)

藤武　優大  (5)

岸川　湊音  (5)

小栁　瑛嗣  (5)

福富ランナーズ小Ｂ  1:03.78

笹川　春一  (5)

久原　瑛大  (3)

原﨑　一希  (4)

山口　蒼眞  (5)

IRRC小Ａ  1:04.89

川崎　翔空  (4)

緒方　翔真  (3)

池田　悠真  (3)

池田　颯馬  (6)

男子小学

４×１００ｍ 9/25 伊万里中中Ａ 50.76

合田　伊織  (1)

二宮　　蓮  (2)

山本　哲史  (1)

大串　幸輝  (2)

啓成中中Ａ 50.83

力武　俄空  (2)

森　元太郎  (1)

工藤　　宙  (1)

滝元　　蓮  (2)

志佐中中Ａ 51.75

内野　法幸  (1)

宮本　脩平  (1)

峰松　　駿  (1)

福島　快進  (1)

伊万里中中Ｂ 55.09

大久保元太  (1)

倉冨颯一郎  (2)

山下　琉維  (1)

田中左之助  (1)

男子中学

４×１００ｍ 9/25 国見台AC一Ａ 43.01

正木　友海

中山　太郎

大園　　佑

大久保匡馬

敬徳一Ａ 44.20

末藤　優太  (2)

小笠原　巧  (2)

古舘　龍聖  (2)

奥田　一真  (2)

龍谷一Ａ 44.68

吉末　晃太  (1)

浦田　慎平  (2)

山本格之進  (2)

松尾　隆広  (1)

NBC一Ａ 45.14

谷本　直樹

満岡　翔太

仁部　智之

佐伯　裕也

MRCｻｾﾎﾞ一Ａ 46.04

友廣　真一

岩永　勝太

前田　大成

江口　　慧

CLAP SAGA一Ａ 47.41

東　　敬介

永留　正開

松岡　優毅

石井　祐三

敬徳一Ｂ 47.53

緒方　拓馬  (1)

原田　大輝  (1)

今村麿圭利  (1)

山口　敏希  (1)

男子一高

４×４００ｍ 9/25 国見台AC一Ａ  3:34.68

大園　　佑

大久保匡馬

中尾　浩司

荒木　宏文

敬徳一Ａ  3:44.32

末藤　優太  (2)

辻?? 諒太     (2)

須賀　煌希  (2)

岩谷　実海  (2)

伊万里実一Ａ  3:48.83

笠原　悠以  (2)

原　　直哉  (3)

松尾　咲希  (1)

山口　　響  (3)

敬徳一Ｂ  3:54.26

田中　琉聖  (1)

西山　拓摩  (1)

小笠原　巧  (2)

奥田　一真  (2)

武雄青陵一Ｂ  3:57.82

草場　陸玖  (3)

石丸朔太郎  (3)

増田　武慶  (2)

辻　　一朗  (2)

武雄青陵一Ｃ  3:59.90

福田　竜也  (3)

井手　　樹  (2)

岸川　拓矢  (3)

樋口　心温  (2)

敬徳一Ｃ  4:15.95

原田　大輝  (1)

幸島　寛汰  (1)

今村麿圭利  (1)

山口　敏希  (1)

男子共通

４×１００ｍ 9/25 山代JAC小Ａ 58.59

吉永　乃彩  (6)

吉﨑有希菜  (6)

山浦　　凪  (6)

山下　里奈  (6)

福富ランナーズ小Ａ  1:00.83

廣橋さくら  (6)

原﨑　一花  (6)

吉村　理来  (6)

久原　夏葵  (6)

西有田小Ａ  1:00.98

小川　　岬  (5)

廣　　優那  (6)

西川　蓮好  (6)

井上　愛菜  (6)

伊三香小Ａ  1:01.06

原田　　心  (6)

杉山　舞華  (6)

木須　　芽  (6)

徳永　莉子  (5)

伊三香小Ｂ  1:01.55

山口　幸穂  (5)

井手　　希  (5)

杉山　陽南  (5)

山田　珠奈  (5)

IRRC小Ａ  1:01.95

髙嶋　茜里  (6)

松尾　帆純  (6)

松尾和佳奈  (6)

池田　恵梨  (6)

山代JAC小Ｂ  1:05.05

貞方　望寛  (4)

竹下　璃子  (6)

力武愛結莉  (4)

山口　蒼生  (5)

青嶺陸上小Ａ  1:05.50

小旗　佐奈  (6)

松本　亜美  (5)

安永　汐里  (5)

松本　梨那  (4)

女子小学

４×１００ｍ 9/25 ATHLEETRINK 54.27

小森　亜優  (1)

古賀夢結喜  (1)

福田　綾乃  (2)

溝上　奏楽  (1)

伊万里中中Ａ 56.12

中島瑚々奈  (1)

福井　心遥  (2)

松永　花音  (2)

前田　瑠杏  (2)

志佐中中  1:00.82

伊藤　真央  (2)

川島　利織  (1)

藤澤萌々菜  (1)

杉山　　楓  (2)

山内中中Ａ  1:01.50

大塚　優衣  (2)

前田　莉音  (2)

山口瑚々夏  (1)

山下陽菜乃  (1)

女子中学

４×１００ｍ 9/25 伊万里実一Ａ 48.60

NGR黒木　柚衣  (2)

前川　帆乃  (1)

浦志　光里  (2)

濵部　莉帆  (3)

佐賀清和一Ａ 50.57

江里　馨子  (1)

鶴田　恋子  (2)

長尾　夏鈴  (2)

大串　芽生  (1)

佐賀清和一Ｂ 53.20

重松　一花  (2)

辻　　悠奈  (2)

瓜生田朝子  (1)

福崎ひなた  (1)

女子一高

４×４００ｍ 9/25 武雄青陵一Ａ  5:18.13

平川　美咲  (3)

岡本　莉子  (3)

江副心斗美  (3)

中島　玲奈  (3)

女子共通

凡例（NGR:大会新記録）
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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 9/25 畠中　健太  (4) 15.34/-1.4

ﾊﾀﾅｶ ｹﾝﾀ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

久原　瑛大  (3) 16.01/-1.4

ｸﾊﾗ ｴｲﾀﾞｲ

福富ランナーズ

池田　悠真  (3) 16.19/-1.7

ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ

IRRC

山﨑　蓮司  (3) ﾔﾏｻｷ ﾚﾝｼﾞ 福富ランナーズ 16.45/-1.2

陣内　大輝  (4) ｼﾞﾝﾉｳﾁ ﾀﾞｲｷ ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ 16.45/-1.4

草野　蓮斗  (3) 16.58/-1.4

ｸｻﾉ ﾚﾝﾄ

伊三香

補伽　勇翔  (4) 16.60/-2.6

ﾎｶ ﾕｳﾄ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

原﨑　一希  (4) 16.70/-1.7

ﾊﾗｻｷ ｲﾌﾞｷ

福富ランナーズ

男子小学4年

１００ｍ 9/25 野口　應介  (5) 13.84/-1.8

ﾉｸﾞﾁ ｵｳｽｹ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

藤武　優大  (5) 14.78/-0.9

ﾌｼﾞﾀｹ ﾕｳﾀ

福富ランナーズ

鳥山日向太  (5) 14.92/-1.8

ﾄﾘﾔﾏ ﾋﾅﾀ

牧島ジュニア陸上

池田　　新  (5) 15.24/-1.8

ｲｹﾀﾞ ｱﾗﾀ

伊三香

吉田　　勝  (5) 15.33/-1.9

ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾙ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

廣　　健大  (5) 15.41/-1.4

ﾋﾛ ｹﾝﾀ

西有田

樺島　正宗 15.42/-1.4

ｶﾊﾞｼﾏﾏｻﾑﾈ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

梶山　颯希  (5) 15.52/-1.8

ｶｼﾞﾔﾏ ｿｳｷ

山代JAC

男子小学5年

１００ｍ 9/25 増田　羽航  (6) 13.17/-1.9

ﾏｽﾀﾞ ﾜﾀﾙ

TEAMRISING

蔵楽　　匠  (6) 13.92/-2.5

ｿﾞｳﾗｸ ﾀｸﾐ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

山﨑　大河  (6) 14.04/-1.8

ﾔﾏｻｷ ﾀｲｶﾞ

白石ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

金川佳ノ介  (6) 14.07/-2.6

ｶﾅｶﾞﾜ ｹｲﾉｽｹ

TEAMRISING

井﨑　凛空  (6) 14.37/-1.9

ｲｻﾞｷ ﾘｸ

TEAMRISING

大渡　慈音  (6) 14.42/-2.6

ｵｵﾜﾀﾘ ｼﾞｮﾝ

ｻﾜﾔｶｸﾗﾌﾞ

池田　颯馬  (6) 14.61/-2.5

ｲｹﾀﾞ ｿｳﾏ

IRRC

松永　悠李  (6) 14.97/-1.9

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳﾘ

山代JAC

男子小学6年

１０００ｍ 9/25 永益　大翔  (5)  3:32.07

ﾅｶﾞﾏｽ ﾋﾛﾄ

伊三香

瀧本　煌空  (5)  3:40.59

ﾀｷﾓﾄ ﾙｷｱ

伊三香

中島駿太朗  (5)  3:41.90

ﾅｶｼﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ

青嶺陸上

池田　　新  (5)  3:44.21

ｲｹﾀﾞ ｱﾗﾀ

伊三香

鳥山日向太  (5)  3:46.86

ﾄﾘﾔﾏ ﾋﾅﾀ

牧島ジュニア陸上

戸田　康介  (5)  3:55.08

ﾄﾀﾞ ｺｳｽｹ

伊三香

中村　優吾  (5)  3:55.90

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺﾞ

ｻﾜﾔｶｸﾗﾌﾞ

岩本　悠良  (5)  3:58.76

ｲﾜﾓﾄ ﾕﾗ

伊三香

男子小学5年

１０００ｍ 9/25 副島　慧汰  (6)  3:29.73

ｿｴｼﾞﾏ ｹｲﾀ

山代JAC

池田　颯馬  (6)  3:35.41

ｲｹﾀﾞ ｿｳﾏ

IRRC

木下　　翼  (6)  3:35.79

ｷﾉｼﾀ ﾂﾊﾞｻ

牧島ジュニア陸上

植松　純氷  (6)  3:37.56

ｳｴﾏﾂ ｼﾞｭﾘ

青嶺陸上

丸野晴太郎  (6)  3:45.14

ﾏﾙﾉ ｾｲﾀﾛｳ

山代JAC

井上　健心  (6)  3:50.89

ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾝ

青嶺陸上

下川　昊飛  (6)  3:55.41

ｼﾓｶﾜ ｼｮｳﾏ

東山代少

池田　湊音  (6)  4:17.91

ｲｹﾀﾞ ﾐﾅﾄ

東山代少

男子小学6年

１００ｍ 9/25 吉﨑　　颯  (3) 12.16/-1.2

ﾖｼｻﾞｷ ﾊﾔﾄ

CLAPSAGA

藤田　篤人  (1) 12.67/-1.2

ﾌｼﾞﾀ ｱﾂﾄ

AthleteLink

渕上　夢叶  (2) 12.86/-1.2

ﾌﾁｶﾐ ﾕﾒﾄ

有田中

納富　和輝  (1) 12.88/-1.2

ﾉｳﾄﾞﾐ ｶｽﾞｷ

AthleteLink

松尾　頼斗  (1) 12.96/-1.2

ﾏﾂｵ ﾗｲﾄ

武雄北中

二宮　　蓮  (2) 13.15/-1.2

ﾆﾉﾐﾔ ﾚﾝ

伊万里中

宮本　脩平  (1) 13.17/-1.2

ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ

志佐中

吉﨑　　壮  (1) 13.23/-1.2

ﾖｼｻﾞｷ ﾀｹﾙ

CLAPSAGA

３０００ｍ 9/25 吉木　涼真  (3)  9:27.46

ﾖｼｷ ﾘｮｳﾏ

啓成中

相良　流我  (3)  9:39.34

ｻｶﾞﾗ ﾘｭｳｶﾞ

啓成中

熊川　晴彦  (3)  9:53.70

ｸﾏｶﾞﾜ ﾊﾙﾋｺ

啓成中

長谷川雅皇  (1) 10:04.38

ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾞｵｳ

志佐中

平山　愉快  (2) 10:10.51

ﾋﾗﾔﾏ ﾕｶｲ

啓成中

吉浦　広翔  (2) 10:13.36

ﾖｼｳﾗ ﾋﾛﾄ

志佐中

林田　皇晟  (1) 10:14.91

ﾊﾔｼﾀﾞ ｺｳｾｲ

啓成中

松尾　一樹  (1) 10:26.94

ﾏﾂｵ ｲﾂｷ

武雄北中

走幅跳 9/25 小林　　翔  (3)   6m09/+0.1

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ

CLAPSAGA

小松数須馬  (3)   5m89/-0.8

ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ

CLAPSAGA

吉﨑　　颯  (3)   5m77/-1.2

ﾖｼｻﾞｷ ﾊﾔﾄ

CLAPSAGA

吉﨑　　壮  (1)   4m05/-1.1

ﾖｼｻﾞｷ ﾀｹﾙ

CLAPSAGA

男子中学

１００ｍ 9/25 古川　明世  (3) 11.16/-1.6

ﾌﾙｶﾜ ｱｷﾖ

長大医学部

岩永　勝太 11.21/-1.6

ｲﾜﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ

MRCｻｾﾎﾞ

大園　　佑 11.31/-1.6

ｵｵｿﾞﾉ ﾀｽｸ

国見台AC

永戸　宏和 11.32/-1.6

ﾅｶﾞﾄ ﾋﾛｶｽﾞ

日田市陸協

竹下　紘夢 11.35/-1.6

ﾀｹｼﾀ ﾋﾛﾑ

壱岐ＡＣ

奥田　一真  (2) 11.47/-1.6

ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

敬徳

原　　直哉  (3) 11.66/-1.6

ﾊﾗ ﾅｵﾔ

伊万里実

５０００ｍ 9/25 坂取　健斗 15:56.43

ｻｶﾄﾘ ｹﾝﾄ

SUMCO

山口　晃良 15:59.27

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ

ＳＥＰ

福田　憲互 16:00.92

ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｺﾞ

ＳＥＰ

森　　太一 16:56.51

ﾓﾘ ﾀｲﾁ

ＳＥＰ

古賀　慶彦 16:59.42

ｺｶﾞ ﾖｼﾋｺ

SUMCO

横山  知教 17:08.01

ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓﾉﾘ

MRCｻｾﾎﾞ

名波谷一朗 17:09.07

ﾅﾊﾞﾔ ｲﾁﾛｳ

ＳＥＰ

森山　立嵩 17:11.28

ﾓﾘﾔﾏ ﾀﾂﾀｶ

ＳＥＰ

走幅跳 9/25 山口　　響  (3)   6m55/+1.7

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ

伊万里実

松岡　優毅   6m14/+1.5

ﾏﾂｵｶ ﾕｳｷ

CLAPSAGA

須賀　煌希  (2)   5m97/+0.3

ｽｶﾞ ｺｳｷ

敬徳

吉末　晃太  (1)   5m92/+0.3

ﾖｼｽﾞｴ ｺｳﾀ

龍谷

満井　泉理  (2)   5m65/+0.6

ﾐﾂｲ ｾﾝﾘ

長大医学部

山本　竜晴   5m28/+0.5

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ

CLAPSAGA

今村麿圭利  (1)   5m15/+0.5

ｲﾏﾑﾗ ﾏｯｹﾝﾘ

敬徳

幸島　寛汰  (1)   5m05/+0.7

ｺｳｼﾏ ｶﾝﾀ

敬徳

やり投

(0.800kg)

9/25 竹下　　蕉  (3)  53m55

ﾀｹｼﾀ ｼｮｳ

三潴高

冨岡　秀悟  45m39

ﾄﾐｵｶ ｼｭｳｺﾞ

長崎市陸協

辻　　直輝  (1)  42m27

ﾂｼﾞ ﾅｵｷ

龍谷

松岡　優毅  40m31

CLAPSAGA

東　　敬介  40m09

ﾋｶﾞｼ ｹｲｽｹ

CLAPSAGA

須賀　煌希  (2)  38m43

ｽｶﾞ ｺｳｷ

敬徳

古川　幸樹  (1)  32m34

ﾌﾙｶﾜ ｺｳｷ

龍谷

男子一高

４００ｍ 9/25 竹下　紘夢 48.57

ﾀｹｼﾀ ﾋﾛﾑ NGR

壱岐ＡＣ

原　　直哉  (3) 50.97

ﾊﾗ ﾅｵﾔ

伊万里実

片岡　佑太 51.49

ｶﾀｵｶ ﾕｳﾀ

AthleteLink

大久保匡馬 53.27

ｵｵｸﾎﾞ ｷｮｳﾏ

国見台AC

笠原　悠以  (2) 56.81

ｶｻﾊﾗ ﾕｲ

伊万里実

山口　敏希  (1) 57.34

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｷ

敬徳

前田　大成 58.31

ﾏｴﾀﾞ ﾀｲｾｲ

MRCｻｾﾎﾞ

西山　拓摩  (1) 58.64

ﾆｼﾔﾏ ﾀｸﾏ

敬徳

１５００ｍ 9/25 大川内健太  (2)  4:04.91

ｵｵｶﾜﾁ ｹﾝﾀ

国見台AC

坂本　祐亮  (3)  4:15.44

ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ

有田工

森　　太一  4:21.45

ﾓﾘ ﾀｲﾁ

ＳＥＰ

古賀　慶彦  4:42.62

ｺｶﾞ ﾖｼﾋｺ

SUMCO

古賀　悠聖  (1)  5:04.76

ｺｶﾞ ﾕｳｾｲ

龍谷

森　　祐太  (1)  5:05.78

ﾓﾘ ﾕｳﾀ

敬徳

牟田口翔太朗(1)  5:05.83

ﾑﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ

龍谷

岩永虎太郎  (2)  5:15.27

ｲﾜﾅｶﾞ ｺﾀﾛｳ

有田中

男子共通

１００ｍ 9/25 高橋　　優  (3) 16.56/-2.3

ﾀｶﾊｼ ﾕｳ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

田中　希空  (4) 16.66/-0.7

ﾀﾅｶ ﾉｱ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

栗原　妃彗  (4) 16.70/-1.5

ｸﾘﾊﾗ ﾋｽｲ

東山代少

井上　　葵  (4) 16.71/-1.9

ｲﾉｳｴ ｱｵｲ

伊三香

福山　愛星  (4) 17.00/-1.8

ﾌｸﾔﾏ ｱｲﾙ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

江頭　藍子  (4) 17.16/-1.5

ｴｶﾞｼﾗ ｱｲｺ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

力武愛結莉  (4) ﾘｷﾀｹ ｱﾕﾘ 山代JAC 17.20/-1.5

池田　梓紗  (4) ｲｹﾀﾞ ｱｽﾞｻ 西有田 17.20/-2.0

女子小学4年

１００ｍ 9/25 千葉　杏華  (5) 14.32/-1.8

ﾁﾊﾞ ｱﾝｶ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

相良　華暖  (5) 15.04/-0.7

ｻｶﾞﾗ ｶﾉﾝ

TEAMRISING

関口　芽依  (5) 15.15/-1.6

ｾｷｸﾞﾁ ﾒｲ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

古川　梨桜  (5) 15.49/+0.1

ﾌﾙｶﾜ ﾘｵ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

井手　　希  (5) 15.52/-0.7

ｲﾃﾞ ﾉｿﾞﾐ

伊三香

杉山　陽南  (5) 15.59/-0.7

ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾅ

伊三香

松本　亜美  (5) 15.80/-1.6

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ

青嶺陸上

大草　美幸  (5) 15.83/-1.6

ｵｵｸｻ ﾐﾕｷ

相知ｸﾗﾌﾞ

女子小学5年

１００ｍ 9/25 井上　愛菜  (6) 14.48/+0.3

ｲﾉｳｴ ｴﾅ

西有田

山浦　　凪  (6) 14.72/+0.2

ﾔﾏｳﾗ ﾅｷﾞ

山代JAC

吉永　乃彩  (6) 14.83/-0.4

ﾖｼﾅｶﾞ ﾉｱ

山代JAC

吉﨑有希菜  (6) 14.89/-1.1

ﾖｼｻﾞｷ ﾕｷﾅ

山代JAC

原﨑　一花  (6) 15.02/+0.2

ﾊﾗｻｷ ｲﾁｶ

福富ランナーズ

杉山　舞華  (6) 15.08/-0.8

ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲｶ

伊三香

廣　　優那  (6) 15.38/-0.8

ﾋﾛ ﾕﾅ

西有田

吉村　理来  (6) 15.62/-0.4

ﾖｼﾑﾗ ﾘﾅ

福富ランナーズ

女子小学6年

８００ｍ 9/25 徳永　莉子  (5)  2:42.71

ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｺ

伊三香

南　　芽佳  (5)  2:45.89

ﾐﾅﾐ ﾒｲｶ

伊三香

井手　　希  (5)  2:52.88

ｲﾃﾞ ﾉｿﾞﾐ

伊三香

杉山　陽南  (5)  2:55.91

ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾅ

伊三香

山田　珠奈  (5)  2:56.32

ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾅ

伊三香

山口　幸穂  (5)  2:58.92

ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁﾎ

伊三香

吉田優里菜  (5)  3:01.88

ﾖｼﾀﾞ ﾕﾘﾅ

鳥栖基山R

福本　夕結  (5)  3:08.81

ﾌｸﾓﾄ ﾕｲ

伊三香

女子小学5年

８００ｍ 9/25 松尾　帆純  (6)  2:45.33

ﾏﾂｵ ﾎｽﾞﾐ

IRRC

小旗　佐奈  (6)  2:46.23

ｺﾊﾞﾀ ｻﾅ

青嶺陸上

原田　　心  (6)  2:48.51

ﾊﾗﾀﾞ ｺｺﾛ

伊三香

 横山 美優     (6)  2:49.95

ﾖｺﾔﾏ ﾐﾕｳ

MRCｻｾﾎﾞ

山浦　　凪  (6)  2:50.41

ﾔﾏｳﾗ ﾅｷﾞ

山代JAC

池田　恵梨  (6)  2:52.89

ｲｹﾀﾞ ｴﾘ

IRRC

山口　美心  (6)  2:56.03

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾐ

山代JAC

松尾和佳奈  (6)  2:56.11

ﾏﾂｵ ﾜｶﾅ

IRRC

女子小学6年

１００ｍ 9/25 石竹　　唯  (3) 13.13/-1.3

ｲｼﾀｹ ﾕｲ

啓成中

前田　葉月  (2) 13.82/-1.3

ﾏｴﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ

AthleteLink

福井　心遥  (2) 13.90/-1.3

ﾌｸｲ ｺﾊﾙ

伊万里中

西川　蓮奈 13.93/-1.3

ﾆｼｶﾜ

古賀夢結喜  (1) 14.00/-1.3

ｺｶﾞ ﾐﾕｷ

AthleteLink

德久　莉央  (1) 14.01/-1.3

ﾄｸﾋｻ ﾘｵ

有田中

児玉　優奈  (3) 14.05/-1.3

ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾅ

AthleteLink

溝上　奏楽  (1) 14.06/-1.3

ﾐｿﾞｶﾐ ｿﾗ

AthleteLink

２０００ｍ 9/25 川島　利織  (1)  7:15.84

ｶﾜｼﾏ ﾘｵ

志佐中

前田　琴美  (1)  7:16.03

ﾏｴﾀﾞ ｺﾄﾐ

啓成中

岡崎　　和  (2)  7:46.95

ｵｶｻﾞｷ ﾉﾄﾞｶ

啓成中

増田　もも  (2)  8:08.05

ﾏｽﾀﾞ ﾓﾓ

志佐中

森下　寛子  (1)  8:11.26

ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛｺ

啓成中

伊藤　真央  (2)  8:20.70

ｲﾄｳ ﾏｵ

志佐中

井上　心捺  (1)  8:45.14

ｲﾉｳｴ ｺﾅﾂ

啓成中

大庭　心遥  (1)  7:48.20

ｵｵﾊﾞ ｺﾊﾙ

啓成中

女子中学

凡例（NGR:大会新記録）
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走幅跳 9/25 児玉　優奈  (3)   4m27/-2.1

ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾅ

AthleteLink

田中　冴実  (3)   4m24/-0.8

ﾀﾅｶ ｻｴﾐ

山代中

山口瑚々夏  (1)   3m07/-3.5

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｺﾅ

山内中

女子中学

１００ｍ 9/25 鶴田　恋子  (2) 12.92/-0.7

ﾂﾙﾀﾞ ｺｺ

佐賀清和

濱屋なつみ  (2) 13.13/-0.7

ﾊﾏﾔ ﾅﾂﾐ

長大医学部

江里　馨子  (1) 13.15/-0.7

ｴﾘ ｶｵﾙｺ

佐賀清和

長尾　夏鈴  (2) 13.33/-0.7

ﾅｶﾞｵ ｶﾘﾝ

佐賀清和

古賀　美来  (2) 13.47/-0.7

ｺｶﾞ ﾐﾗ

龍谷

重松　一花  (2) 13.64/-0.7

ｼｹﾞﾏﾂ ｲﾁｶ

佐賀清和

堤　　由美 13.86/-0.7

ﾂﾂﾐ ﾕﾐ

CLAPSAGA

４００ｍ 9/25 松尾　優那  (1)  1:03.41

ﾏﾂｵ ﾕﾅ

佐賀清和

伊東　里奈  (2)  1:05.37

ｲﾄｳ ﾘﾅ

鹿島高

福崎ひなた  (1)  1:09.70

ﾌｸｻﾞｷ ﾋﾅﾀ

佐賀清和

走幅跳 9/25 石川　さや  (2)   4m67/-3.1

ｲｼｶﾜ ｻﾔ

佐賀清和

瓜生田朝子  (1)   4m59/-0.1

ｳﾘｳﾀﾞ ｱｻｺ

佐賀清和

川浪　明美  (2)   4m28/-0.8

ｶﾜﾅﾐ ｱｹﾐ

鹿島高

高岸　李佳   4m14/-0.1

ﾀｶｷﾞｼ ﾓﾓｶ

CLAPSAGA

稲富　かこ  (1)   4m06/-0.6

ｲﾅﾄﾞﾐ ｶｺ

龍谷

やり投

(0.600kg)

9/25 緒方　真世  (1)  28m55

ｵｶﾞﾀ ﾏﾖ

佐賀清和

女子一高

８００ｍ 9/25 堀田　佳奈  (3)  2:21.58

ﾎｯﾀ ｶﾅ

伊万里実

池田　夢唯  2:27.62

ｲｹﾀﾞ　ﾐﾕ

多久島奈菜  (1)  2:45.70

ﾀｸｼﾏ ﾅﾅ

伊万里実

冨田　心美  (2)  3:06.07

ﾄﾐﾀ ｺｺﾐ

有田中

髙野　　凉  (1)  3:18.50

ﾀｶﾉ ｽｽﾞ

有田中

３０００ｍ 9/25 今里あんり  (3) 10:47.10

ｲﾏｻﾞﾄ ｱﾝﾘ

志佐中

川島　彩良  (3) 10:50.99

ｶﾜｼﾏ ｻﾗ

志佐中

下平妃奈タ  (3) 11:35.35

ｼﾓﾋﾗ ﾋﾅﾀ

啓成中

松尾　帆花  (2) 11:51.96

ﾏﾂｵ ﾎﾉｶ

啓成中

女子共通

４×１００ｍ 9/25 TEAM RISING小Ａ 54.50

NGR井﨑　凛空  (6)

増田　羽航  (6)

相賀　照大  (6)

金川佳ノ介  (6)

山代JAC小Ａ 59.45

副島　慧汰  (6)

松永　悠李  (6)

髙野天琉真  (6)

山浦　　優  (6)

伊三香小Ａ  1:00.98

戸田　康介  (5)

瀧本　煌空  (5)

永益　大翔  (5)

池田　　新  (5)

牧島ジュニア陸上小Ａ  1:01.36

池田　蓮飛  (6)

鳥山日向太  (5)

松尾　拓哉  (6)

木下　　翼  (6)

青嶺陸上小Ａ  1:02.96

中島駿太朗  (5)

井上　健心  (6)

小旗　一誠  (5)

植松　純氷  (6)

福富ランナーズ小Ａ  1:03.13

山口蒼太朗  (5)

藤武　優大  (5)

岸川　湊音  (5)

小栁　瑛嗣  (5)

福富ランナーズ小Ｂ  1:03.78

笹川　春一  (5)

久原　瑛大  (3)

原﨑　一希  (4)

山口　蒼眞  (5)

IRRC小Ａ  1:04.89

川崎　翔空  (4)

緒方　翔真  (3)

池田　悠真  (3)

池田　颯馬  (6)

男子小学

４×１００ｍ 9/25 伊万里中中Ａ 50.76

合田　伊織  (1)

二宮　　蓮  (2)

山本　哲史  (1)

大串　幸輝  (2)

啓成中中Ａ 50.83

力武　俄空  (2)

森　元太郎  (1)

工藤　　宙  (1)

滝元　　蓮  (2)

志佐中中Ａ 51.75

内野　法幸  (1)

宮本　脩平  (1)

峰松　　駿  (1)

福島　快進  (1)

伊万里中中Ｂ 55.09

大久保元太  (1)

倉冨颯一郎  (2)

山下　琉維  (1)

田中左之助  (1)

男子中学

４×１００ｍ 9/25 国見台AC一Ａ 43.01

正木　友海

中山　太郎

大園　　佑

大久保匡馬

敬徳一Ａ 44.20

末藤　優太  (2)

小笠原　巧  (2)

古舘　龍聖  (2)

奥田　一真  (2)

龍谷一Ａ 44.68

吉末　晃太  (1)

浦田　慎平  (2)

山本格之進  (2)

松尾　隆広  (1)

NBC一Ａ 45.14

谷本　直樹

満岡　翔太

仁部　智之

佐伯　裕也

MRCｻｾﾎﾞ一Ａ 46.04

友廣　真一

岩永　勝太

前田　大成

江口　　慧

CLAP SAGA一Ａ 47.41

東　　敬介

永留　正開

松岡　優毅

石井　祐三

敬徳一Ｂ 47.53

緒方　拓馬  (1)

原田　大輝  (1)

今村麿圭利  (1)

山口　敏希  (1)

男子一高

４×４００ｍ 9/25 国見台AC一Ａ  3:34.68

大園　　佑

大久保匡馬

中尾　浩司

荒木　宏文

敬徳一Ａ  3:44.32

末藤　優太  (2)

辻?? 諒太     (2)

須賀　煌希  (2)

岩谷　実海  (2)

伊万里実一Ａ  3:48.83

笠原　悠以  (2)

原　　直哉  (3)

松尾　咲希  (1)

山口　　響  (3)

敬徳一Ｂ  3:54.26

田中　琉聖  (1)

西山　拓摩  (1)

小笠原　巧  (2)

奥田　一真  (2)

武雄青陵一Ｂ  3:57.82

草場　陸玖  (3)

石丸朔太郎  (3)

増田　武慶  (2)

辻　　一朗  (2)

武雄青陵一Ｃ  3:59.90

福田　竜也  (3)

井手　　樹  (2)

岸川　拓矢  (3)

樋口　心温  (2)

敬徳一Ｃ  4:15.95

原田　大輝  (1)

幸島　寛汰  (1)

今村麿圭利  (1)

山口　敏希  (1)

男子共通

４×１００ｍ 9/25 山代JAC小Ａ 58.59

吉永　乃彩  (6)

吉﨑有希菜  (6)

山浦　　凪  (6)

山下　里奈  (6)

福富ランナーズ小Ａ  1:00.83

廣橋さくら  (6)

原﨑　一花  (6)

吉村　理来  (6)

久原　夏葵  (6)

西有田小Ａ  1:00.98

小川　　岬  (5)

廣　　優那  (6)

西川　蓮好  (6)

井上　愛菜  (6)

伊三香小Ａ  1:01.06

原田　　心  (6)

杉山　舞華  (6)

木須　　芽  (6)

徳永　莉子  (5)

伊三香小Ｂ  1:01.55

山口　幸穂  (5)

井手　　希  (5)

杉山　陽南  (5)

山田　珠奈  (5)

IRRC小Ａ  1:01.95

髙嶋　茜里  (6)

松尾　帆純  (6)

松尾和佳奈  (6)

池田　恵梨  (6)

山代JAC小Ｂ  1:05.05

貞方　望寛  (4)

竹下　璃子  (6)

力武愛結莉  (4)

山口　蒼生  (5)

青嶺陸上小Ａ  1:05.50

小旗　佐奈  (6)

松本　亜美  (5)

安永　汐里  (5)

松本　梨那  (4)

女子小学

４×１００ｍ 9/25 ATHLEETRINK 54.27

小森　亜優  (1)

古賀夢結喜  (1)

福田　綾乃  (2)

溝上　奏楽  (1)

伊万里中中Ａ 56.12

中島瑚々奈  (1)

福井　心遥  (2)

松永　花音  (2)

前田　瑠杏  (2)

志佐中中  1:00.82

伊藤　真央  (2)

川島　利織  (1)

藤澤萌々菜  (1)

杉山　　楓  (2)

山内中中Ａ  1:01.50

大塚　優衣  (2)

前田　莉音  (2)

山口瑚々夏  (1)

山下陽菜乃  (1)

女子中学

４×１００ｍ 9/25 伊万里実一Ａ 48.60

NGR黒木　柚衣  (2)

前川　帆乃  (1)

浦志　光里  (2)

濵部　莉帆  (3)

佐賀清和一Ａ 50.57

江里　馨子  (1)

鶴田　恋子  (2)

長尾　夏鈴  (2)

大串　芽生  (1)

佐賀清和一Ｂ 53.20

重松　一花  (2)

辻　　悠奈  (2)

瓜生田朝子  (1)

福崎ひなた  (1)

女子一高
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平川　美咲  (3)

岡本　莉子  (3)

江副心斗美  (3)

中島　玲奈  (3)

女子共通

凡例（NGR:大会新記録）


