
大会名　　「第１８回井上孫造杯大野城市民陸上競技大会」

期　日　　平成２９年９月１０日（日）

会　場　　大野城総合公園　多目的グラウンド

団体成績

小学の部 79点 66点 27点

中学男子の部 43点 40点 37点

中学女子の部 42点 30点 28点

小学男子

記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属

５年    100m 14.76 中村　凜太朗 大野 15.08 上村　洋司郎 大野 15.58 安東　大晟 大野

６年    100m （大会新）12.92 近藤　千策 大野北 13.75 今任　琉希也 大野北 14.59 髙橋　翔大 大利

５年    800m 2:47.33 上村　洋司郎 大野 2:52.02 小田原　晃 大野 2:53.69 川上　陽大 大野南

６年    800m 2:32.05 髙橋　翔大 大利 2:35.48 糸山　渉吾 大野南 2:37.15 今任　琉希也 大野北

４×100mR 55.48 60.74 61.48

中学男子

記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属

１年      100m 12.84 上野　徳風 学業院 12.89 野田　耕楊 太宰府東 13.03 田原　彰馬 春日西

２年      100m 12.27 濱原　稜 春日野 12.35 柴田　真完 学業院 12.48 大石　泰生 平野

１年    1500m 4:51.36 小山　和彦 那珂川 4:54.99 小田原　大翔 筑紫野南 4:55.38 佐々木　柊太 学業院

２年    1500m 4:39.67 松浦　充輝 太宰府東 4:40.96 間瀬田　純平 春日 4:42.32 江崎　武瑠 筑紫野南

１年 　3000m 10:29.70 佐々木　柊太 学業院 10:45.95 川邉　和太郎 筑山 11:07.98 眞弓　大生 春日

２年 　3000m 9:47.45 間瀬田　純平 春日 9:57.27 渡部　匠海 春日野 10:16.62 尾崎　仁哉 春日野

１年   100mH 19.23 田中　岳 大野東 19.29 古賀　椋瑛 太宰府東 19.95 津田　龍兵 那珂川南

２年   100mH 15.37 小村　太洋 学業院 16.63 小林　昂矢 春日南 19.36 髙瀬　正宏 太宰府

４×100mR 46.69 47.63 47.78

走幅跳 5m51 遠藤　洸介 春日野 5m17 川北　隼平 大野東 5m11 志賀　慎之介 学業院

走高跳 1m55 吉田　剛琉 春日野 1m55 山下　雄大 筑紫野南 1m55 北原　蒼一郎 平野

砲丸投 8m73 井上　素直 春日南 8m50 大野　覚斗 春日 8m23 有馬　健翔 筑紫野南

高校・一般男子

記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属

100m 11.65 山本　涼平 11.94 糸山　壮海 武蔵台高 12.02 清水　宏祐 春日南中

3000m 9:30.60 木下　和人 チーム大野城 9:45.40 吉田　康一 チーム大野城 9:49.84 田中　晴喜 筑紫中央高

４×100mR 44.59 46.14 48.76

走幅跳 6m08 唯　直道 武蔵台高 5m54 荒木　勇人 筑紫丘高 5m25 田中　雄大

走高跳 1m40 馬場　伸高 武蔵台高

砲丸投 9m07 松尾　汰一 武蔵台高

春日

1位 2位 3位

1位 2位 3位

筑紫野南 大野東

御笠の森

春日

1位 2位 3位

種目

春日A（小糸・近藤・大森・間瀬田） 学業院（進藤・小村・志賀・柴田）

種目

大野北Ａ（良永・今任・山下（純）・近藤） 大野北Ｂ（肥後・安部・横屋・山下（桔）） 大野Ａ（上村・佐々木・冨永・秋葉）

種目

平野A（柴﨑・北原・西高・大石）

3位

大野北

春日野

武蔵台高（赤波江・小村・唯・糸山） 春日野中ＯＢ（荒木・宮原・山本・濱田） チーム大野城（大久保・廣瀬・吉田・板橋）

1位 2位

学業院

大野



小学女子

記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属

５年    100m 15.36 鷲塚　沙耶 大野東 15.51 楢崎　愛昌子 下大利 15.56 永見　彩華 大野

６年    100m 14.25 香野　伶奈 大野 14.74 平田　あゆ美 御笠の森 15.64 下野　心結 大野北

５年    800m 2:51.39 古賀　優美子 大野北 3:01.92 菊池　日葵 大野 3:04.11 田中　杏奈 御笠の森

６年    800m 2:40.96 平田　あゆ美 御笠の森 2:45.54 宮原　由奈 大野北 2:46.29 古賀　美衣菜 大野

４×100mR 63.41 64.13 64.31

　　中学

記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属

１年      100m 14.03 竹野内　舞 筑紫野南 14.17 津山　鈴々香 春日南 14.17 林田　美優 大野東

２年      100m 14.11 川添　野々香 学業院 14.12 関　花奈乃 大野東 14.19 西田　莉子 春日

１年      800m 2:34.52 伊藤　明鈴 平野 2:37.80 遠藤　己理可 筑紫野南 2:40.48 桑原　和花 春日

２年      800m （大会新）2:21.32 山口　雅美子 筑紫野 （大会新）2:22.34 元木　紅葉 春日東 2:32.30 河邉　乃愛 筑紫野南

１年　　1500m 5:20.66 保楊枝　乃綾 筑紫野南 5:37.68 前田　紗希 大野東 5:40.12 遠藤　己理可 筑紫野南

２年　　1500m 5:04.03 奥田　帆乃花 春日 5:13.48 林田　梨優 筑紫野 5:13.49 河邉　乃愛 筑紫野南

１年     80mH 14.21 鬼塚　衣里 春日南 14.64 秋永　レニ 那珂川北 15.28 林田　美優 大野東

２年     80mH 13.42 大崎　みなみ 那珂川北 13.54 山本　璃樺 那珂川北 13.62 矢野　ゆき菜 平野

４×100mR 55.15 55.42 55.65

走幅跳 4m63 西田　莉子 春日 4m51 岩見　優愛 春日 4m39 三戸　愛美 筑山

走高跳 1m35 鮫島　夏鈴 春日西 1m30 斉藤　夢月 那珂川北 1m25 渕上　紗彩 春日西

砲丸投 8m31 上田　桃 筑紫野南 7m94 重松　かれん 筑山 7m59 井本　倫子 春日野

高校・一般女子

記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属

100m 13.16 猪瀬　唯 筑紫女学園高 13.78 山上　夏希 筑紫中央高 14.09 加賀　玲名 筑紫中央高

800m 2:32.80 元木　藍 筑紫中央高 2:34.60 髙田　麗峰 那珂川中 2:35.13 大里　夏花 那南クラブ

４×100mR 55.83 65.79

走幅跳 4m45 加賀　玲名 筑紫中央高 4m35 古賀　千夏 筑紫中央高 4m18 丸山　麗奈 筑紫中央高

走高跳 （大会新）1m54 古賀　夕月夜 武蔵台高 1m45 杉山　綸香 武蔵台高 1m20 本村　夢歩 筑紫中央高

種目

大野東A（大場・関・久保・林田） 春日南A（田中・津山・鍋田・穴見）

1位 2位

1位 2位

種目

1位

種目

大野北Ａ（古賀・下野（心）・村上・井手） 大野Ｂ（入部・山本・古賀・香野） 御笠の森（梅野・後藤・三浦・平田）

2位

那南クラブ（山下・大里・井上・吉岡） チーム大野城（末永・松田・原・車）

3位

3位

平野A（矢野・平田・伊藤・松井）

3位


