
第40回北九州陸上カーニバル
2018年10月27日（土）～28日（日）
一般種目　エントリーリスト

一般男子走高跳　★グランプリ種目
1 [2]戸邉 直人(つくばﾂｲﾝﾋﾟｰｸｽ)
2 [1364]真野 友博4(福岡大)
3 [1365]松本 修一4(福岡大)
4 [1380]野上 卓斗3(九州共立大)
5 [1417]藤田渓太郎3(立命館大)
6 [1418]大田 和宏(日本体育施設)
7 [1423]赤松 諒一(岐阜大)

一般男子砲丸投　★グランプリ種目
1 [6]山下 航生(市立岐阜商業高)
2 [7]稲福 颯(市立岐阜商業高)
3 [8]中村 太地(ミズノ)
4 [9]畑瀬 聡(群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ)
5 [1366]吉川 敦紀3(福岡大)
6 [1367]山下 光輝2(福岡大)
7 [1368]前川 省吾2(福岡大)
8 [1369]飛松 功4(福岡大)
9 [1382]宮里 盛斗2(九州共立大)

10 [1383]白川 瑞樹2(九州共立大)
11 [1384]中尾 亮太1(九州共立大)
12 [1439]鈴木 孝尚(GRANDSTONE)

一般女子砲丸投　★グランプリ種目
1 [10]太田 亜矢(福岡大ｸﾗﾌﾞ)
2 [11]郡 菜々佳(九州共立大)
3 [1338]尾山 和華2(福岡大)
4 [1339]石丸 来未3(福岡大)
5 [1350]髙橋 由華3(九州共立大)
6 [1351]秋田 茜2(九州共立大)
7 [1352]進堂 りか1(九州共立大)

一般男子100m
1 [1]藤光 謙司(ゼンリン)
2 [1338]前田 拓夢3(自由ケ丘高)
3 [1353]本所 蓮治3(北海道栄高)
4 [1356]高橋 直也2(北海道栄高)
5 [1371]八尋 風太(福岡陸協)
6 [1372]川野 孝一3(九州共立大)
7 [1373]黒木 崚平3(九州共立大)
8 [1374]梅崎龍之介3(九州共立大)
9 [1375]須田 健斗2(九州共立大)

10 [1376]新崎 仁也1(九州共立大)
11 [1377]樋口 翔大1(九州共立大)
12 [1392]川路 龍世(鹿児島AC)
13 [1396]木下 裕貴2(順天堂大)
14 [1397]中村 僚真2(順天堂大)
15 [1398]根本 万大2(順天堂大)
16 [1402]本司 澄空4(九州大)
17 [1403]星 汰一4(北翔大)
18 [1406]池上 翔3(龍谷高)
19 [1408]尾石 利広(B&Kｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ)
20 [1409]竹下 裕希(住友電工)



21 [1410]中山 太郎(はっとりAC)
22 [1421]當眞 裕登4(沖縄大)
23 [1430]村田 和哉(ユティック)
24 [1431]平野 直人(ユティック)
25 [1432]倉部 勇哉(ユティック)
26 [1433]仲島 諒(ユティック)
27 [1444]川本 怜平4(東海大北海道)
28 [1445]蜂谷 勇介3(東海大北海道)
29 [1446]赤神 有哉1(東海大北海道)
30 [1447]小森 翔(友睦物流)

一般男子110mH　◆ノングランプリ
1 [1361]井手 優貴1(福岡大)
2 [1362]清水 滉平3(福岡大)
3 [1370]上野 佑太(福岡陸協)
4 [1391]竹吉 大記(早稲田佐賀高教)
5 [1393]尾崎 俊祐(九州工大)
6 [1399]野中 渓人4(九州情報大)
7 [1400]岡 壮平3(九州情報大)
8 [1401]今川 海世3(九州情報大)
9 [1405]石川 周平(筑波大)

10 [1419]田中 秀明(CORONAMENTO)
11 [1420]吉住 康平(熊本陸協)
12 [1422]西 恭平(株式会社古城)
13 [1437]川島 滉平1(法政大)
14 [1448]乾 大輔(ECC)
15 [1452]小久保翔太(日本生命)

一般男子やり投　◆ノングランプリ
1 [1360]花田 研聖4(福岡大)
2 [1385]河野 充志4(九州共立大)
3 [1386]松藤 圭汰4(九州共立大)
4 [1387]比嘉 遥2(九州共立大)
5 [1388]鈴木 文人1(九州共立大)
6 [1389]森 琢人1(九州共立大)
7 [1394]中西 啄真(大阪体育大)
8 [1395]坂本 達哉4(大阪体育大)
9 [1404]野口 夏貴4(北翔大)

10 [1411]山崎 元気(とらふぐ亭)
11 [1434]ﾃﾞｨｰﾝ 元気(ミズノ)
12 [1438]小松 俊介(GRANDSTONE)
13 [1450]石井 和希1(流通経済大)
14 [1455]新井 涼平(ｽｽﾞｷ浜松AC)

一般男子走幅跳　◆ノングランプリ
1 [3]山川 夏輝(東武ﾄｯﾌﾟﾂｱｰｽﾞ)
2 [4]小田 大樹(ヤマダ電機)
3 [5]城山正太郎(ゼンリン)
4 [1363]蒲池 諒伍3(福岡大)
5 [1378]黄檗 快斗4(九州共立大)
6 [1379]毛利 亮太3(九州共立大)
7 [1390]下野伸一郎(九電工)
8 [1407]深沢 宏之(福岡教育大)
9 [1412]池内 翔太4(日本大)

10 [1413]相川 心平3(日本大)
11 [1414]高山 倭3(日本大)
12 [1415]畑中 慎也2(日本大)



13 [1416]芳賀聡一郎4(日本大)
14 [1443]松原 瑞貴(新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC)
15 [1447]小森 翔(友睦物流)
16 [1449]嶺村 鴻汰(富士通)

一般女子100m
1 [16]山﨑 有紀(ｽｽﾞｷ浜松AC)
2 [1294]原田 菜摘3(九州国際大付高)
3 [1311]榎本 樹羅2(四学香川西高)
4 [1312]柴田ここり2(四学香川西高)
5 [1334]濟藤 未夢(HappinessAC)
6 [1335]阿南 真奈3(九産大九産高)
7 [1336]兒玉 芽生1(福岡大)
8 [1346]佐渡山みなみ4(九州共立大)
9 [1347]座間味里奈2(九州共立大)

10 [1362]新坂太佳子1(西池AC)
11 [1365]福原 夏実3(立命館高)
12 [1368]縄田 結3(九州情報大)
13 [1369]山田 桃子4(北翔大)
14 [1370]武田 美里4(北翔大)
15 [1371]床 杏莉1(北翔大)
16 [1378]臼井 文音3(立命館慶祥高)
17 [1379]石堂 陽奈1(立命館慶祥高)
18 [1381]野林 祐実(祐和會)
19 [1383]鈴木 一葉2(埼玉栄高)
20 [1389]足立紗矢香4(青山学院大)
21 [1390]上村 希実3(青山学院大)
22 [1392]伊藤 有那2(青山学院大)
23 [1393]佐々木 梓2(青山学院大)
24 [1396]川田 朱夏1(東大阪大)
25 [1400]島田 沙絵(JMS-United AC)
26 [1401]澤谷 柚花1(甲南大)
27 [1402]杉浦 七海3(甲南大)
28 [1403]三宅真理奈3(甲南大)
29 [1404]高山 綺音1(甲南大)
30 [1405]木村 瑞穂4(甲南大)
31 [1406]西尾 香穂3(甲南大)
32 [1407]鈴木 塔子2(甲南大)
33 [1408]尾上 梨香1(甲南大)

一般女子100mH　◆ノングランプリ
1 [1334]濟藤 未夢(HappinessAC)
2 [1344]池田和香那2(九州共立大)
3 [1345]松竹 美蕗1(九州共立大)
4 [1359]良知なつ美4(駿河台大)
5 [1360]大村 美香(南国殖産)
6 [1364]清山ちさと(いちご株式会社)
7 [1373]西山 華織(福岡教育大)
8 [1374]安井 彩奈3(大阪成蹊大)
9 [1375]藤森 栞菜2(大阪成蹊大)

10 [1376]中村 麗奈2(大阪成蹊大)
11 [1380]福部 真子(日本建設工業AC)
12 [1384]田中陽夏莉2(山梨学院大)
13 [1385]柴 梨沙(ユティック)
14 [1386]小柳 結莉(長崎ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ)



15 [1387]大松 由季4(愛知教育大)
16 [1391]金井まるみ3(青山学院大)
17 [1395]青木 益未(七十七銀行)
18 [1397]遠山ちひろ4(北星学園大)

一般女子走高跳
1 [15]仲野 春花(早稲田大)
2 [16]山﨑 有紀(ｽｽﾞｷ浜松AC)
3 [17]古田 希実3(香椎第２中)
4 [1283]樋口 愛莉3(中村学園女子高)
5 [1337]神田 菜摘2(福岡大)
6 [1348]岡田 彩希2(九州共立大)
7 [1381]中村香南子3(九州共立大)
8 [1398]平山 遥(高稜高校AC)
9 [1409]時任美保子2(甲南大)

10 [1410]鈴木 夢2(甲南大)

一般女子やり投　◆ノングランプリ
1 [12]山下実花子(九州共立大)
2 [13]斉藤真理菜(ｽｽﾞｷ浜松AC)
3 [14]中村 結香3(若松商高)
4 [1284]河田 菜緒3(中村学園女子高)
5 [1340]岩本 千穂2(福岡大)
6 [1341]上田 百寧1(福岡大)
7 [1353]米倉奈津実4(九州共立大)
8 [1354]大城 まゆ4(九州共立大)
9 [1355]勝野 有稀4(九州共立大)

10 [1356]臼井 憂佳3(九州共立大)
11 [1357]谷田 千夏2(九州共立大)
12 [1361]山内 愛1(長谷川体育施設)
13 [1363]森 友佳(にこにこのり)
14 [1388]中田 寛乃3(愛知教育大)
15 [1394]西村 莉子(GRANDSTONE)
16 [1399]當間 汐織(福井ｽﾎﾟｰﾂ協会)
17 [1411]山元 祐季3(鹿児島女子高)

一般女子三段跳
1 [1342]三上 彩3(福岡大)
2 [1343]髙島真織子1(福岡大)
3 [1349]野田永里愛1(九州共立大)
4 [1358]桝見咲智子(九電工)
5 [1367]森本麻里子(内田建設AC)
6 [1377]野口 理帆1(大阪成蹊大)
7 [1382]満崎 千里(祐和會)


