
第68回糟屋郡民スポーツ大会陸上競技 期日

主管　糟屋郡陸上競技協会 場所 宇美町　宇美陸上競技場

種 種 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位
別 目 氏名 市町 記録 備考 氏名 市町 記録 氏名 市町 記録 氏名 市町 記録 氏名 市町 記録 氏名 市町 記録

1101 一般男子 100ｍ 花岡　一摩 志免 10"8 渋谷　拓翔 志免 11"2 田中　飛龍 篠栗 11"3 伊之坂 快 宇美 11"5 加藤　将貴 篠栗 11"5 山本　健太 須恵 11"9

1102 一般男子 1,500m 田中　星羽 志免 4'19"1 川添　勇生 志免 4'21"4 古江　晟那 須恵 4'23"0 古賀　俊史 新宮 4'49"1 永田　武史 篠栗 4'50"3 堀内　規生 篠栗 4'54"1

1103 一般男子 3,000m 田中　星羽 志免 9'18"1 副島　拓真 宇美 9'19"1 田中　飛貴 志免 9'20"0 谷口　彰悟 粕屋 9'39"3 堀内　規生 篠栗 9'52"0 牟田　正弘 須恵 10'26"1

1104 一般男子 400mﾘﾚｰ 伊藤・花岡・渋谷・野上 志免 43"3 毛利・篠原・真名子・田中 篠栗 43"4 登立・山本・江口・江口 須恵 46"6 藤原・星原・小原・原田 宇美 48"0 中野・中山・中山・塚本 新宮 53"7 0 0

1105 一般男子 走高跳 野上　卓斗 志免 1m90 篠原　佑汰 篠栗 1m80 八尋　隆久 粕屋 1m65 中嵜　 励 志免 1m65 山田　健祐 須恵 1m60 八尋　隆平 粕屋 1m60

1106 一般男子 走幅跳 野上　卓斗 志免 6m96 大会新 山下 颯志郎 粕屋 5ｍ92 松本　侑大 宇美 5ｍ85  林 　良孟 志免 5ｍ70 小原　龍弥 宇美 5ｍ29 山田　健祐 須恵 5ｍ24

1107 一般男子 三段跳 登立　智大 須恵 12m11 江口　輝星 須恵 11m60 石王丸 歩 篠栗 11m59 狩又　諒哉 篠栗 11m04 0 0

1108 一般男子 砲丸投 澄川　明良 篠栗 11m05 丸山　信治 須恵 8m23 福成　裕佑 新宮 8m15 川村　 瑛 宇美 7m23 中嵜　 励 志免 7m22 小原　有馬 宇美 6m49

1109 中学男子 100ｍ 中西　 健 志免 11"6 藤原　悠暉 宇美 12"0 得丸　滉太 粕屋 12"0 竹本　悠人 志免 12"1 中村　海利 篠栗 12"4 星原　渉大 宇美 12"5

1110 中学男子 1,500m 上土井 亮祐 宇美 4'33"1 中光　昇汰 粕屋 4'33"8 佐藤　誠也 志免 4'37"7 津村　諒真 篠栗 4'38"8 宮地　樹弥 篠栗 4'40"1 赤澤　諒一 須恵 4'43"1

1111 男女混合 400mﾘﾚｰ 内野・中西・山内・渋谷 志免 48”9 上月・中村・荒巻・真名子 篠栗 49”9 金森・田中・有吉・原田 新宮 53”3 大西・八谷・石橋・江口 須恵 53”9 0 0 0 0 0

1201 一般女子 100ｍ 橋口　采音 宇美 12"8 荒巻 利花呼 篠栗 12"9 安藤　陽菜 須恵 12"9 池辺　好美 志免 13"2 真辺　美愛 篠栗 13"3 久永　里歩 宇美 13"7

1202 一般女子 3000m  森　歩美 新宮 10'48"9 園田　聖子 篠栗 11'04"3 大島　夏萌 篠栗 12'50"4 0 0 0

1203 一般女子 400mﾘﾚｰ 伊藤・池辺・山内・前田 志免 51”6 大会新 下村・森山・久永・橋口 宇美 53"1 真遍・藤野・八木・荒巻 篠栗 53"9 黒岩・正木・松村・安河内 須恵 55"4 廣本・水田・脇田・指方 粕屋 55"9 金森・崎重・安場・田中 新宮 57”6

1204 一般女子 走高跳 前田　椎南 志免 1m50 八木　陽咲 篠栗 1m45 宮﨑　美咲 志免 1m35 仲村　朱莉　 粕屋 1m30 山口　紗和 新宮 1m30 崎重　柚亜 新宮 1m20

1205 一般女子 走幅跳 伊藤　芽彩 志免 5m61 大会新 橋口　采音 宇美 5ｍ38 安藤　陽菜 須恵 5m31 上村　明空 粕屋 4m96 脇田 妃奈花 粕屋 4m60 柳川　翠音 志免 4m35

1206 一般女子 砲丸投 梅木　南美 宇美 9m56 永江　亜希 篠栗 8m30 前田　椎南 志免 8m11 後藤　千晶 志免 7m25  碇  琉美奈 新宮 6m64 中山　瑞希 宇美 6m50

1209 中学女子 100ｍ 金森　未夢 新宮 13"5 内野　空那 志免 13"5 野田　夏帆 志免 13"6 水田 帆乃花 粕屋 13"9 森山　 翼 宇美 14"0 0

1210 中学女子 800ｍ 加来 さくら 志免 2'25"5 田中　沙英 志免 2'29"3 石橋　佳奈 須恵 2'30"2 正木　咲弥 須恵 2'36"3 堀越　桜雪 粕屋 2'38"3 下川 まり奈 篠栗 2'38"6

2101 青年男子 100ｍ 太田　康徳 粕屋 11"7 吉田　 晃 志免 11"7 宮崎　祐樹 篠栗 11"8 合屋　滉平 須恵 11"8 本田　浩和 粕屋 11"8 0 0

2102 青年男子 400m 黒岩　優斗 須恵 55"5 佐護　大輝 須恵 55"9 友池　 洋 志免 56"4 村山 広一郎 宇美 58"3 牧野　孝嗣 志免 59"1 0

2103 青年男子 1,500ｍ 山領　 駿 粕屋 4'22"2 井内　健人 篠栗 4'31"6 牧野　孝嗣 志免 4'45"2 向藤原 貴之 粕屋 5'03"1 黒岩　優斗 須恵 5'11"7 0

2104 青年男子 400mﾘﾚｰ 佐護・黒岩・三角・合屋 須恵 48"5 吉田・牧野・安松・友池 志免 49"1 本田・太田・山領・向藤原 粕屋 50"9 0 0 0 0 0

2105 青年男子 走幅跳 宮崎　祐樹 篠栗 5m77 佐護　大輝 須恵 5m49 合屋　滉平 須恵 4m98 本田　浩和 粕屋 4m53 0 0

2106 青年男子 3000m 井内　健人 篠栗 9'23"8 山領　 駿 粕屋 9'40"8 向藤原 貴之 粕屋 10'47"9 三角　拓哉 須恵 11'43"8 0 0

2201 青年女子 100ｍ 掘口　紗綾 篠栗 14"5 堀川　海音 宇美 15"6 永田　千恵 篠栗 17"5 安武 奈都子 新宮 17"8 0 0

2202 青年女子 200ｍ 掘口　紗綾 篠栗 32"0 永田　千恵 篠栗 35"1 丸山　伊織 須恵 37"3 0 0 0

2203 青年女子 800ｍ 園田　聖子 篠栗 2'33"5 高木 亜州加 須恵 2'46"3 0 0 0 0

2204 青年女子 走幅跳 丸山　伊織 須恵 3m02 0 0 0 0 0

令和元年7月28日


