
期日：2011年8月19日～2011年8月21日

月日 種目 組 風 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録

1/1 ﾍﾟｰｼﾞ第66回九州陸上競技選手権大会

男子準決勝記録表
競技会場：宮崎県総合運動公園第1陸上競技場

審判長 　綾部誠二（トラック） 藤原敏郎（跳躍） 大島一誠（投てき）　　
記録主任　岩崎朋之

100m
8/20 1 -2.3

1 与那国  塁(3)
<沖縄>

那覇西高 11"00 2 赤崎  拓真(1)
<熊本>

名桜大 11"41 3 金城  輪人(1)
<沖縄>

福岡大 11"45 4 直江  光祐(2)
<鹿児島>

鶴丸高 11"58ジュニア男子

5 福﨑  尚人(2)
<長崎>

西海学園高 11"61 6 道﨑    華(3)
<熊本>

水俣高 11"65 7 井    貴祐(2)
<熊本>

鹿本高 11"82

2 -2.4
1 川内  等意(3)

<福岡>
自由ヶ丘高 11"04 2 田原  魁人(3)

<宮崎>
宮崎工高 11"27 3 川邊  湧也(2)

<鹿児島>
松陽高 11"27 4 比嘉  優人(2)

<沖縄>
那覇西高 11"40

5 牛原    翼(2)
<福岡>

東福岡高 11"56 6 原口  恵吾(2)
<長崎>

西陵高 11"56 7 岡村  湧介(1)
<鹿児島>

鶴丸高 11"60 8 福山    翼(2)
<長崎>

西海学園高 11"71

3 -2.4
1 長嶺  尚輝(1)

<沖縄>
沖縄大 11"19 2 井之上孝平(3)

<鹿児島>
鹿児島商高 11"26 3 平田  勝己(2)

<宮崎>
宮崎工高 11"43 4 玉井  修平(2)

<大分>
大分舞鶴高 11"59

5 井手  大貴(1)
<福岡>

筑陽学園高 11"63 6 奥原  尚之(2)
<沖縄>

那覇西高 11"70 7 藤田  健嗣(2)
<佐賀>

鳥栖工高 11"70 8 中塩屋  司(2)
<鹿児島>

鹿屋工高 11"77

4 -0.4
1 尾石  利宏(1)

<福岡>
西日本工業大 10"68 2 松堂  太一(2)

<沖縄>
中部商高 11"06 3 今谷  太一(2)

<福岡>
自由ヶ丘高 11"27 4 多田隈昇吾(3)

<大分>
楊志館高 11"30

5 大住  京平(2)
<熊本>

鹿本高 11"38 6 藤崎  昂大(3)
<福岡>

自由ヶ丘高 11"40 7 高橋    諒(2)
<鹿児島>

鶴翔高 11"46 8 松井    智(1)
<鹿児島>

川薩清修館高 11"76

400m
8/19 1

1 上妻  昇太(3)
<佐賀>

鳥栖工高 48"70 2 福田    亮(3)
<佐賀>

鳥栖工高 50"45 3 角野  大和(3)
<鹿児島>

鹿児島南高 50"53 4 宮﨑  駿一(3)
<熊本>

天草高 51"07

5 坂本  泰成(2)
<熊本>

玉名工高 52"19 6 仲村    翔(2)
<鹿児島>

鹿児島商高 52"79

2
1 花田  純一(2)

<福岡>
筑陽学園高 49"99 2 松尾  祐輝(1)

<福岡>
東福岡高 50"44 3 吉田恭一郎(1)

<熊本>
熊本大 50"98 4 西山  将平(2)

<長崎>
島原高 51"62

5 金丸  裕樹(2)
<宮崎>

宮崎工高 51"68 6 濱本  孝仁(2)
<福岡>

明善高 52"56

3
1 立石  卓也(1)

<熊本>
熊本大 49"72 2 下敷領耕平(3)

<鹿児島>
鹿児島南高 50"34 3 大田  圭要(2)

<福岡>
東福岡高 50"42 4 後藤  鉄朗(3)

<大分>
楊志館高 50"90

5 岳村  星哉(2)
<長崎>

川棚高 52"60 6 馬塲  亮典(3)
<鹿児島>

鹿児島商高 54"46

4
1 桐原  悠也(3)

<鹿児島>
川薩清修館高 50"67 2 道﨑    華(3)

<熊本>
水俣高 50"97 3 藤    政貴(2)

<佐賀>
伊万里商高 51"24 4 冨永  拓臣(1)

<鹿児島>
鹿児島大 51"56

5 籾木慎之介(2)
<宮崎>

宮崎工高 52"04 6 小材  侑也(2)
<熊本>

鹿本高 52"45 7 西田    光(2)
<鹿児島>

鹿児島南高 52"53 8 右田    悟(2)
<福岡>

筑陽学園高 52"81


