
１．団体の部                                                                                                        　　                   
性別 成績 学　校　名 地区 性別 成績 学　校　名 地区
男子 予選Ｒ 中間東 筑　豊 女子 ベスト16 粕屋 筑　前
男子 予選Ｒ 横代 北　九 男子 予選Ｒ 老司 福　岡
女子 決勝Ｔ１回戦 中間東 筑　豊 女子 ２位 須恵 筑　前
男子 ２位 西福岡 福　岡 男子 ２位 田主丸 筑　後
女子 ベスト8 折尾 北　九 女子 ３位 田主丸 筑　後
男子 決勝Ｔ１回戦 中央 北　九 男子 決勝Ｔ2回戦 城島 筑　後
女子 ベスト8 上毛 京　築 女子 ２位 九国大付属 北　九

３位 筑陽学園 筑　前 男子 ５位 吉富 京　築
男子 ３位 福岡城南 福　岡
女子 ２１位 守恒 北　九

２．個人の部

性別 成績 氏　　　　名 学校名 性別 成績 氏　　　　名 学校名
１００ｍ 予選7着　 原　孝一 高　宮 自由形50m 男子 22位 山内　翔太 長　丘

７着 南山　義輝 二　島 自由形200m 男子 20位 木下　椋登 新　宮
２００ｍ 予選6着 原　孝一 高　宮 自由形400m 男子 15位 木下　椋登 新　宮

予選6着 姫野　英星 香椎第２ 平泳ぎ100ｍ 30位 長濱　大世 原
準決勝4着 南山　義輝 二　島 ４位 元村　壮汰 西福岡

４００ｍ 予選7着　 日野　琢朗 比良松 10位 神代　直輝 羽犬塚
予選7着　 綿貫　啓 須恵東 平泳ぎ200ｍ 20位 神代　直輝 羽犬塚
準決勝4着 姫野　英星 香椎第２ 11位 長濱　大世 原

欠場 蒲生　郷 横　代 18位 元村　壮汰 西福岡
８００ｍ 予選6着 蒲生　郷 横　代 54位 熊本　貫汰 筑紫野

予選6着 森　優大 飯塚第二 65位 岡村　拓海 本　城
予選6着 瀬理　航太 多々良 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ100ｍ 男子 46位 永留　将太 古賀北

１５００ｍ ５着 香山　稜 曽　根 個人ﾒﾄﾞﾚｰ200m ５位 古賀　圭一郎 昭　代
予選15着 西田　啓悟 大牟田田隈 30位 行徳　克斗 飯塚第二
予選7着 成瀬　隆一郎 飯塚鎮西 個人ﾒﾄﾞﾚｰ400m ６位 古賀　圭一郎 昭　代
予選8着 大保　海士 新　宮 19位 武井　凛太郎 城　西
予選14着 難波江　豊 志　免 ﾌﾘｰﾘﾚｰ400ｍ 男子 24位 西福岡 福　岡
予選4着 瀬理　航太 多々良 ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ400ｍ 男子 18位 西福岡 福　岡

３０００ｍ 予選14着 吉武　佑真 泉 失格 浮羽 筑　後
予選16着 馬越　啓 広　徳 自由形100ｍ 女子 28位 真栄城　蒼 信愛女学院

８着 大保　海士 新　宮 37位 吉田　久乃 和白丘
予選5着 西田　啓悟 大牟田田隈 自由形200m 女子 13位 川渕　穂乃花 那珂川南
予選15着 小金丸　将 志　摩 自由形400m 女子 13位 越川　由紀 福岡城南

17着 日吉　陸斗 守　恒 自由形800ｍ 女子 ５位 越川　由紀 福岡城南
予選19着 青木　幸弥 春日野 背泳ぎ100ｍ 女子 17位 石原　愛美 白　光
予選15着 森　泰雅 原中央 背泳ぎ200ｍ 女子 24位 神坂　詩音 筑陽学園
予選22着 早田　光佑 姪　浜 34位 鶴久　ゆきな 牟田山
予選10着 田中　丈流 福岡城南 22位 石原　愛美 白　光
予選19着 香山　稜 曽　根 平泳ぎ100ｍ 女子 26位 熊本　佳奈 宮　竹
予選12着 田中　宏樹 広　徳 19位 藤崎　聖香 早　良
予選13着 笠田　健斗 志　徳 43位 福島　由樹 博　多

１１０ｍH 予選5着 臼井　理泰 志　免 31位 長濱　郁花 春日南
準決６着 東野　能知 附属福岡 平泳ぎ200ｍ 19位 熊本　佳奈 宮　竹

４着 林　弘人 百　道 22位 藤崎　聖香 早　良
予選2着 上村　諒 沼 27位 太田　優香 永犬丸
予選8着 小堤　章誠 泉 33位 福島　由樹 博　多

４×１００ｍＲ 男子 ４着 嶺・林・安永・辻 百　道 48位 倉掛　千陽 夜　須
走高跳 男子 予選11位 大石　譲 泉 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ100m 女子 22位 安井　みなみ 学業院
走幅跳 予選26位 登立　智大 須　恵 個人ﾒﾄﾞﾚｰ200m 33位 長濱　郁花 春日南

予選9位 西村　春紀 木屋瀬 32位 吉田　久乃 和白丘
欠場 林　弘人 百　道 個人総合 男子 34位 高山　慶大 花　尾

予選22位 水野　太智 大牟田田隈 45位 友廣　和央 花　尾
砲丸投 予選10位 山下　光輝 宮ノ陣 37位 谷　大地 長　尾

５位 稲田　涼 明　星 55位 吉田　凌 住　吉
８００ｍ 予選4着 有吉　麻奈 戸ノ上 63位 前田　楓丞 田　原

予選2着 目野　良佳 下山門 59位 白石　祐樹 洞　北
予選5着 花田　咲恵 当　仁 女子 28位 渡邉　咲貴 上津役
予選5着 西尾　咲良 福　間 67位 西原　智香 引　野
予選5着 末松　けい 当　仁 ロープ 女子 40位 三井　遥加 良　山
予選7着 今給黎　綾 原　北 リボン 34位 三井　遥加 良　山
予選8着 大賀　菜央 壱　岐 個人総合 38位 三井　遥加 良　山

１５００ｍ 予選13着 松尾　未来 三　輪 男子 ３位 野田　陸・池末　光希 大牟田
予選10着 柴田　佑希 曽　根 1回戦 篠田　崇照・渡辺　聖弥 飛　幡
予選6着 花田　咲絵 当　仁 相撲 決勝Ｔ2回戦 森田　雄大 城　島
予選9着 森　理紗 当　仁 予選Ｒ 石井　龍一 広　川
予選3着 目野　良佳 下山門 予選Ｒ 盛坪　虎弥太 山　田

１００ｍＨ 予選4着 藤原　美咲 浅　川 シングルス 女子 ベスト８ 松山　奈未 九国大付
予選8着 福島　愛弓 曽　根 ベスト８ 平野　紗妃 九国大付

４×１００ｍＲ 女子 準決勝５着　 柴田・近藤・本村・中園 百　道 1回戦 肥田木　あかり 篠　栗
走高跳 予選記録なし 重岡　真穂 元　岡 ダブルス 男子 ベスト16 櫻山　和大・吉岡　将汰 本　城

予選記録なし 楢崎　悠貴 姪　浜 女子 ベスト16 縄田　佳子・宮原　美樹 九国大付
走幅跳 予選15位 中園菜々美 百　道 2回戦 大野　琴乃・川床　菜奈華 九国大付

予選26位 柴田　桃伽 百　道 3回戦 弓取　眞貴 中間東
予選32位 熊本　雪乃 城西 3回戦 永田　佳大 中間東

砲丸投 予選27位 上原　日和 泉 2回戦 原井　雄生 原　北
予選17位 寺﨑　友香 元　岡 ２位 弓立　美沙輝 瀬　高
予選9位 大庭　早瑛 篠　崎 優勝 早田　ひな 中間東

９位 岩本　千穂 牟田山 1回戦 前田　早貴 瀬　高
５０ｋｇ級 2回戦 松村　将輝 花　畑 2回戦 池田　玲菜 中間東
５５ｋｇ級 2回戦 湯本　峻真 大　蔵 男子 ベスト16 寺本　凱 二　島
６０ｋｇ級 優勝 元嶋　大貴 曽　根 1回戦 辻　佳臣 前原西
６６ｋｇ級 ２位 小西　誠志郎 曽　根 女子 優勝 井手　瑠々華 玄　洋
７３ｋｇ級 優勝 笠原　大雅 田主丸 3回戦 柿元　朝陽 老　司
８１ｋｇ級 ３位 燒谷　風太 大　蔵
９０ｋｇ級 ３位 雨森　俊成 曽　根
９０ｋｇ超級 ベスト16 田中　慎太郎 田主丸
４０ｋｇ級 2回戦 田中　純奈 田主丸
４４ｋｇ級 ３位 田崎　ほのか 沖学園
４８ｋｇ級 2回戦 手柴　命 福岡千代
５２ｋｇ級 ベスト16 中川原　知波 白　光
５７ｋｇ級 ベスト8 田中　美月 敬　愛
６３ｋｇ級 優勝 小柳　穂乃果 敬　愛
７０ｋｇ級 ３位 新森　涼 山　田
７０ｋｇ超級 ２位 素根　輝 田主丸
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