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1/1 ﾍﾟｰｼﾞ第66回九州陸上競技選手権大会

女子準決勝記録表
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

200m
8/21 1 +0.7

1 本村  優華(1)
<鹿児島>

川薩清修館高 25"46 2 堀田  璃紗(2)
<福岡>

筑紫女学園高 26"35 3 前山  遥香(1)
<福岡>

自由ヶ丘高 26"74 4 後藤  早紀(2)
<大分>

大分舞鶴高 26"79ジュニア女子

5 田原明日香(2)
<鹿児島>

松陽高 26"82 6 佐久川まりあ
(1)

<沖縄>

沖縄ｶﾄﾘｯｸ 27"11 7 髙橋  琴美(2)
<宮崎>

宮崎商高 27"30

2 +0.6
1 松田  優美(2)

<宮崎>
宮崎商高 25"48 2 大漉  真衣(1)

<鹿児島>
川薩清修館高 26"15 3 中川万佑花(3)

<福岡>
九州産業高 26"26 4 山口  美里(1)

<鹿児島>
鹿児島女子高 26"47

5 濱田  祐実(2)
<大分>

佐伯豊南高 26"51 6 松尾  星佳(3)
<長崎>

純心女子高 26"52 7 古賀  早貴(1)
<福岡>

筑紫女学園高 26"86 8 加藤    葵(1)
<熊本>

九州学院高 27"25

3 -0.2
1 柳田    恵(3)

<宮崎>
延岡商高 25"42 2 土岐  遥菜(2)

<大分>
大分西高 26"20 3 千年原美波(2)

<鹿児島>
川薩清修館高 26"54 4 村本  美桜(1)

<熊本>
九州学院高 26"63

5 半田  佳歩(3)
<福岡>

北九州高 26"65 6 野上  美輝(3)
<鹿児島>

鹿児島高 26"73 7 堤    彩奈(2)
<福岡>

九州産業高 26"95 8 大浦有利絵(1)
<福岡>

中村学園高 27"15

4 -1.1
1 林田  小葉(1)

<長崎>
大村高 26"11 2 中島  由貴(1)

<佐賀>
佐賀清和高 26"25 3 梶間  菜摘(2)

<大分>
佐伯豊南高 26"90 4 北道理紗子(2)

<福岡>
中村学園高 27"42

5 柳    美伽(2)
<鹿児島>

松陽高 27"53 6 榎島  優依(2)
<熊本>

熊本商高 27"95

100mH
8/19 1 -1.5

1 黒葛原麻鼓(3)
<宮崎>

宮崎工高 15"44 2 坂中沙耶花(2)
<鹿児島>

鹿児島高 16"05 3 山口ゆしか(2)
<長崎>

純心女子高 16"14 4 藤谷明日香(1)
<福岡>

熊本大 16"37

5 吉武  志織(1)
<福岡>

中村学園高 16"56 6 恒松奈菜子(1)
<宮崎>

都城商高 16"66 7 岩﨑  由佳(3)
<鹿児島>

大口明光学園高 16"73 8 堤    文香(1)
<福岡>

小倉東高 18"26

2 -1.0
1 小川  千里(3)

<長崎>
大村高 15"15 2 千葉  里佳(3)

<福岡>
自由ヶ丘高 15"33 3 重信  瑠奈(2)

<鹿児島>
鹿児島高 16"44 4 川端麻奈未(2)

<佐賀>
佐賀商高 16"55

5 野上  里沙(1)
<熊本>

熊本商高 16"90 6 荒木理恵子(2)
<長崎>

長崎女子高 17"06 7 岩永  美咲(1)
<佐賀>

伊万里商高 17"29 8 山口  ゆり(2)
<福岡>

筑紫女学園高 18"46

3 -0.5
1 上川紗友里(3)

<鹿児島>
鹿児島高 14"72 2 江﨑    望(2)

<福岡>
筑紫女学園高 15"35 3 島田  裟彩(2)

<沖縄>
琉陽高 15"50 4 大村  美香(1)

<鹿児島>
鹿児島南高 15"76

5 野見山咲希(1)
<福岡>

近大福岡高 16"79 6 鶴留  朋美(2)
<鹿児島>

鹿児島女子高 16"83 7 上村  友起(2)
<宮崎>

宮崎北高 16"85 8 稲富  早紀(1)
<福岡>

自由ヶ丘高 16"90


