
第63回九州地区大学体育大会 決勝一覧表
長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

性別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 7/21 東　　克俊  (2) 10.83/-0.4

福岡大
富田　尊博  (1) 10.86/-0.4
熊本大

竹島　大喜  (3) 10.88/-0.4
大分大

松堂　太一  (1) 10.90/-0.4
福岡大

尾石　利広  (3) 11.01/-0.4
西日本工業大

崎山　航樹  (2) 11.15/-0.4
九州情報大

林　　晃一  (4) 11.17/-0.4
九工大

高岡　　晃  (4) 11.22/-0.4
熊本大

２００ｍ 7/20 下司桃太郎  (1) 21.74/+0.1
福岡大

富田　尊博  (1) 21.99/+0.1
熊本大

岩本　大貴  (4) 22.20/+0.1
熊本大

藤田　健嗣  (1) 22.31/+0.1
福岡大

柿田　昂貴  (2) 22.63/+0.1
九州情報大

森永　侑樹  (4) 22.73/+0.1
九州大

伊賀野　大  (3) 22.73/+0.1
鹿屋体育大

杉本　翔平  (3) 23.03/+0.1
九工大

４００ｍ 7/21 奥野　大輔  (5) 48.29
大分大

碓井　　涼  (3) 49.22
近畿大産業

立石　卓也  (3) 49.30
熊本大

高野　　陸  (2) 49.35
福教大

鍛冶　祐太  (3) 49.56
長崎県立大(佐)

田山　　凌  (3) 50.67
九州情報大

田中　正人  (2) 51.61
西日本工業大

８００ｍ 7/21 松尾　郁哉  (3)  1:54.44
長崎大

千輪　浩平  (2)  1:54.79
九州情報大

森岡　晃史  (4)  1:55.88
熊本大

西　　勇希  (1)  1:58.11
日本文理大

坂口　修平  (3)  2:00.34
九州共立大

松本　航己  (1)  2:01.74
日本文理大

足立　鷹輔  (3)  2:05.31
久留米大

桑原　　航  (3)  2:10.56
福岡大

１５００ｍ 7/20 沖中　啓太  (2)  3:59.93
福岡大

平野　泰裕  (2)  4:04.97
久留米大

妻藤　圭祐  (1)  4:05.55
九州大

橋口　貴之  (3)  4:06.03
福岡大

鮎川　航大  (3)  4:06.08
鹿児島大

松井　一将  (2)  4:06.51
福教大

藤重　拓人  (1)  4:08.12
福教大

福満　崇弘  (3)  4:08.51
熊本大

５０００ｍ 7/21 新田　　涼  (3) 15:27.03
日本文理大

小川　尚人  (4) 15:29.26
九州国際大

吉田　祐基  (2) 15:36.80
崇城大

三垣　貴史  (1) 15:51.09
鹿児島国際大

平野　泰裕  (2) 15:52.70
久留米大

新村　雄星  (2) 15:58.66
福岡大

木原　健朗  (1) 16:05.19
九州国際大

松尾　　龍  (1) 16:06.51
長崎国際大

１００００ｍ 7/20 平野　隆之  (4) 31:48.47
熊本大

久間　康博  (2) 32:05.42
長崎大

川谷　勇貴  (4) 32:23.83
九州国際大

久保　亮太  (3) 32:34.59
日本文理大

渡邊　智也  (2) 32:40.02
久留米大

園田　亮介  (1) 33:43.13
鹿児島大

大野　　力  (2) 33:44.39
日本文理大

櫻木　洪士  (3) 34:09.38
長崎県立大(佐)

１１０ｍＨ
(1.067m)

7/21 笹部　弘祥  (4) 14.39/+1.8
NGR福岡大
佐々木　拓  (2) 14.66/+1.8
熊本大

森永　侑樹  (4) 14.87/+1.8
九州大

木原　啓輔  (3) 15.03/+1.8
福岡大

谷口　善政  (2) 15.15/+1.8
佐賀大

中西　力也  (1) 15.39/+1.8
福教大

山下　敬貴  (1) 15.44/+1.8
九州共立大

下岸　大介  (1) 15.91/+1.8
熊本学園大

４００ｍＨ
(0.914m)

7/20 江頭　義仁  (2) 51.97
福岡大

橋本　伊織  (2) 53.49
福岡大

富崎　慧成  (3) 54.12
熊本大

藤野　裕也  (1) 54.94
熊本学園大

佐藤　将仁  (4) 55.57
大分大

野上竜太郎  (2) 56.19
福教大

出口　真將  (2) 58.95
九州共立大

堀口　文悟  (1)  1:01.74
九州共立大

３０００ｍＳＣ 7/20 日高　翔平  (2)  9:28.91
日本文理大

古川浩太郎  (1)  9:35.58
福岡大

下吹越拓也  (2)  9:40.00
長崎大

奥浦　　海  (1)  9:49.85
長崎大

米田　瑛久  (3)  9:53.76
鹿児島大

永沼日出生  (2)  9:58.51
佐賀大

松本　達哉  (3)  9:59.44
福岡大

高村　亨平  (2) 10:02.77
九州国際大

４×１００ｍ 7/21 福岡大 40.72
NGR東　　克俊  (2)

下司桃太郎  (1)
笹部　弘祥  (4)
松堂　太一  (1)

熊本大 40.94
NGR立石　卓也  (3)

高岡　　晃  (4)
岩本　大貴  (4)
富田　尊博  (1)

九州共立大 41.51
本園　大貴  (2)
田中　源貴  (2)
末益　　潤  (4)
亀山　高昌  (4)

九州情報大 41.60
塩川美鶴樹  (3)
松本　滉希  (2)
三宮　弘矢  (3)
崎山　航樹  (2)

長崎大 42.06
宮原　　翔  (3)
松尾　龍太  (2)
笹本　健太  (3)
西岡　孝樹  (3)

西日本工業大 42.50
藤崎　昴大  (2)
尾石　利広  (3)
田中　正人  (2)
中平　研吾  (3)

九工大 42.56
伊藤　　望  (2)
吉川　武臣  (3)
杉本　翔平  (3)
林　　晃一  (4)

九州大 43.50
速水　公佑  (1)
吉用　智也  (1)
前田　高志  (1)
浪平　雄佑  (1)

４×４００ｍ 7/21 九州共立大  3:14.45
坂本　永勝  (4)
中川　寛顕  (3)
佐々木大地  (4)
末益　　潤  (4)

九州情報大  3:18.42
柿田　昂貴  (2)
松元　琢実  (3)
崎山　航樹  (2)
田山　　凌  (3)

福岡大  3:18.52
橋本　伊織  (2)
押谷　真鈴  (1)
野口　　真  (1)
江頭　義仁  (2)

熊本大  3:19.90
佐々木　拓  (2)
立石　卓也  (3)
富田　尊博  (1)
千倉　郁明  (4)

長崎大  3:21.12
田邊　紘起  (3)
西岡　孝樹  (3)
笹本　健太  (3)
坂口　大知  (1)

鹿児島大  3:23.06
吉岡　啓夢  (2)
安武　祐貴  (4)
冨永　拓臣  (3)
豊　　竜誠  (2)

西南学院大  3:26.03
神谷　聖治  (3)
坂口　　輝  (3)
島　　圭介  (2)
平田　大朗  (1)

西日本工業大  3:26.32
山本　雄大  (2)
田中　正人  (2)
酒井　良樹  (1)
後藤　鉄朗  (2)

走高跳 7/21 岩本　　航  (4) 2m10
福岡大

島　翔太郎  (4) 2m04
西日本工業大

外間　友喜  (1) 2m01
福岡大

篠原　幹門  (3) 九州共立大 1m90
中川　智也  (2) 九州共立大

佐原　大亮  (2) 西南学院大 1m85
高杉　圭一  (4) 久留米大

髙原　　賢  (4) 1m85
九工大

棒高跳 7/20 稲福　兼人  (3) 4m80
福岡大

元松　泰輝  (2) 4m60
九州共立大

下地　歓喜  (1) 3m20
鹿屋体育大

走幅跳 7/20 尾石　利広  (3)   7m33/+2.1
西日本工業大

内田　涼太  (4)   7m26/+2.5
福岡大

岡崎　　良  (3)   7m24/+1.9
福岡大

中村　優斗  (1)   6m94/+0.2
九州共立大

笹本　健太  (3)   6m92/+1.2
長崎大

塩川美鶴樹  (3)   6m85/+2.0
九州情報大

伊達　雄治  (3)   6m83/+1.9
熊本大

本多　隆成  (2)   6m82/+2.1
九州情報大

三段跳 7/21 阿比留明久  (2)  15m56/+0.8
NGR福岡大
原田　　諭  (3)  14m60/-0.8
西南学院大

木原　雅登  (3)  14m36/-1.1
福岡大

相良　涼介  (4)  14m29/+0.8
九州共立大

大串　優太  (1)  13m74/+1.4
熊本大

井川浩司郎  (3)  13m63/+0.4
福教大

仲屋　雅崇  (2)  13m15/+2.1
久留米大

秋葉　裕己  (1)  13m06/-0.6
鹿児島大

砲丸投
(7.260kg)

7/21 山田　真史  (1)  14m44
九州共立大

蔵座　元気  (4)  14m20
九州情報大

原田　翔平  (4)  12m57
九工大

河本　直之  (1)  12m11
九州情報大

帆足　侑介  (3)  12m07
熊本大

持田　彰仁  (3)  11m67
福岡大

森光　尚大  (2)   9m69
東海大学九州

久木原航司  (1)   8m66
佐賀大

円盤投
(2.000kg)

7/20 福西　拓未  (1)  41m52
九州共立大

東　　大雅  (2)  41m43
九州情報大

江藤　湧志  (2)  39m26
九州情報大

二宮　泰人  (1)  35m58
九州共立大

岡田　崇裕  (2)  30m47
九工大

梶山　智弘  (4)  28m23
九工大

黒木　慎二  (2)  28m02
鹿児島大

首藤　亮輔  (2)  20m20
熊本大

ハンマー投
(7.260kg)

7/21 福井　克己  (2)  51m77
九州共立大

斉藤　有生  (3)  49m72
福岡大

天本　慎佑  (1)  47m71
九州共立大

堅道一太郎  (2)  46m66
九州情報大

碇　　勝貴  (1)  43m01
福教大

久木原航司  (1)  26m53
佐賀大

やり投
(0.800kg)

7/21 中尾　尚吾  (3)  63m77
九州共立大

假屋圭一郎  (4)  63m52
九州情報大

末永　裕輝  (4)  63m12
福岡大

目野　泰平  (3)  56m95
九州大

浦田　忠宜  (4)  55m52
九工大

鎌田　隼人  (1)  52m50
鹿児島大

嶋田　智大  (3)  52m47
九州共立大

野口　貴史  (1)  51m49
長崎大

男子

凡例（NGR:大会新記録）



第63回九州地区大学体育大会 決勝一覧表
長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

性別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 7/21 佐野　未来  (2) 12.37/+0.4

福教大
軸丸　望梨  (3) 12.50/+0.4
鹿児島大

三代　友紀  (2) 12.72/+0.4
福岡大

横町　七美  (1) 12.87/+0.4
九産大

松本まどか  (2) 12.90/+0.4
大分大

野元　ゆめ  (1) 12.99/+0.4
九州共立大

瀧山　朋未  (3) 13.01/+0.4
九州共立大

上野　薫乃  (3) 13.10/+0.4
西日本工業大

２００ｍ 7/20 島田菜津美  (2) 25.42/-0.6
長崎県立大(シ)

軸丸　望梨  (3) 25.52/-0.6
鹿児島大

松本まどか  (2) 25.95/-0.6
大分大

礒部　美里  (4) 25.98/-0.6
熊本大

吉田実由季  (2) 26.51/-0.6
九州共立大

三代　友紀  (2) 26.55/-0.6
福岡大

関　愛里咲  (3) 26.84/-0.6
福岡大

船場　瑞月  (4) 27.12/-0.6
鹿児島国際大

４００ｍ 7/21 森　　鮎美  (2) 57.02
福岡大

井上　瑠香  (3) 57.39
福岡大

浜田　夏帆  (3) 58.14
西日本工業大

半田　佳歩  (2)  1:00.69
九州共立大

小林　祥子  (2)  1:00.82
福教大

永山　千尋  (3)  1:01.36
長崎県立大(シ)

谷本麻奈美  (2)  1:02.33
崇城大

８００ｍ 7/21 濱野　未希  (2)  2:15.54
福教大

衞藤　千佳  (2)  2:19.70
福岡大

尾ノ上千夏  (1)  2:25.28
鹿児島大

児玉実果子  (2)  2:25.31
福岡大

北島美也子  (3)  2:26.04
久留米大

尾乃上夏帆  (1)  2:26.90
福教大

森川　　遥  (2)  2:28.88
久留米工大

徳永　昌子  (3)  2:30.08
九州大

１５００ｍ 7/20 末次　志帆  (3)  4:42.73
長崎大

安武　美香  (1)  4:46.08
福岡大

大岩　菜美  (4)  4:49.48
福岡大

北島美也子  (3)  4:52.65
久留米大

田淵　元花  (3)  4:58.92
大分大

宇田津碧葉  (1)  5:01.69
鹿児島国際大

森川　　遥  (2)  5:01.99
久留米工大

小柳　春菜  (4)  5:02.70
熊本学園大

５０００ｍ 7/21 坂口　　瞳  (4) 17:21.67
福岡大

岩浪　　幸  (2) 17:42.10
福岡大

末次　志帆  (3) 18:11.90
長崎大

田淵　元花  (3) 18:33.50
大分大

仁科　友維  (2) 18:34.81
東海大学九州

江頭　佑実  (3) 19:42.09
熊本大

鍬先　千晶  (1) 20:00.98
熊本学園大

西山　寛華  (3) 20:25.45
熊本大

１００ｍＨ
(0.840m)

7/21 川端　千恵  (3) 14.3/+1.0
福岡大

西山　華織  (1) 14.9/+1.0
九州共立大

永井　夏未  (3) 15.1/+1.0
大分大

薄　　美希  (3) 15.5/+1.0
九州共立大

福本　春佳  (1) 16.0/+1.0
熊本大

中村　真結  (2) 16.9/+1.0
熊本大

竹中　美咲  (4) 17.6/+1.0
西日本工業大

４×１００ｍ 7/21 福岡大 47.25
川畑　桃子  (2)
大上紗弥花  (3)
森　　鮎美  (2)
三代　友紀  (2)

熊本大 48.48
長浦えりか  (2)
開　かおり  (4)
礒部　美里  (4)
瓜生田萌枝  (2)

福教大 48.92
若藤　聖梨  (1)
佐野　未来  (2)
小林　祥子  (2)
久保友理香  (1)

九州共立大 50.06
野元　ゆめ  (1)
瀧山　朋未  (3)
吉田実由季  (2)
佐藤　歩子  (4)

鹿児島大 50.98
尾ノ上千夏  (1)
早崎　　光  (2)
今長谷那津美  (2)
軸丸　望梨  (3)

九州大 51.16
平川　恵理  (3)
安藤　江里  (2)
上田奈央子  (3)
武藤　祐希  (2)

鹿児島国際大 51.20
西迫ゆり瑛  (2)
船場　瑞月  (4)
坂中沙耶花  (1)
鹿島　優子  (1)

４×４００ｍ 7/21 福岡大  3:50.83
森　　鮎美  (2)
大上紗弥花  (3)
川端　千恵  (3)
井上　瑠香  (3)

九州共立大  4:05.05
西山　華織  (1)
吉田実由季  (2)
薄　　美希  (3)
佐藤　歩子  (4)

熊本大  4:07.41
宮田　優希  (1)
長浦えりか  (2)
瓜生田萌枝  (2)
蒲原　知紗  (1)

鹿児島大  4:11.41
尾ノ上千夏  (1)
今長谷那津美  (2)
早崎　　光  (2)
軸丸　望梨  (3)

大分大  4:16.91
田淵　元花  (3)
松本まどか  (2)
永井　夏未  (3)
伊地知優希  (1)

走高跳 7/21 苅田　　萌  (3) 1m63
福岡大

薄　　美希  (3) 1m55
九州共立大

藤谷明日香  (3) 熊本大 1m50
高島　柚佳  (3) 福岡大

佐脇　沙織  (2) 1m45
福教大

走幅跳 7/20 田邊　章乃  (4)   5m73/+2.6
福岡大

鬼塚はるな  (3)   5m67/+2.9
長崎大

石原　真依  (4)   5m50/+0.9
福岡大

河津　美幸  (2)   5m33/+0.9
九州共立大

岩竹　愛理  (2)   5m23/+1.3
長崎純心大

末安由香利  (1)   5m16/+0.4
九州共立大

宮下　菜央  (1)   5m09/+1.4
鹿屋体育大

久保友理香  (1)   4m97/+0.7
福教大

砲丸投
(4.000kg)

7/21 伊藤　　早  (3)  12m70
福岡大

金本　由佳  (1)  10m32
鹿児島大

円盤投
(1.000kg)

7/20 平　　真帆  (3)  41m63
九州共立大

宮本　優香  (1)  40m61
九州共立大

藤本　真季  (2)  34m01
福岡大

ハンマー投
(4.000kg)

7/21 佐々木千佳  (1)  47m68
九州共立大

有本　愛美  (1)  39m43
九州共立大

やり投
(0.600kg)

7/21 池邉亜祐美  (4)  43m88
九州共立大

孫山　聰美  (1)  38m98
九州共立大

山口　美恵  (4)  36m74
福岡大

中野ひかる  (2)  29m56
福教大

女子


