
第 88 回 九州学生陸上競技対校選手権大会 

 

平成 30 年 5 月 18 日（金）19 日（土）20 日（日） 

 

東平尾公園博多の森陸上競技場・福岡 

 

男子（総合 4 位：44 点、トラック 7 位：25 点、フィールド 4 位：11 点、混成 2 位：8 点） 

種目 氏名 予選 準決勝 決勝 順位 備考 

100m 

田中 幹三郎(3) 11”19(+1.6)     

内村 仁 (2) DNS     

永田 拓海 (2) 11”01(+2.6) 10”99(+1.7)   自己ベスト 

200m 

弓 尚樹（4） 27”87(+2.9)     

内村 仁（2） DNS     

永田 拓海（2） 22”05(+2.1) 21”81(+1.7) 
  自己ベスト 

鹿大歴代５位 

400m 

佐藤 拓実（4） 54”11     

勇島 海斗（3） 50”60 51”14    

吉岡 朋樹（2） 52”02     

800m 

日髙 黎士（3） 2’00”39 2’02”09    

大津屋 省吾(3) 1’55”13 1’55”20 1’52”37 ２位 
自己ベスト 

鹿大歴代４位 

舩元 俊佑（1） DNS     

1500m 

上木 進伍（3） 4’11”59     

中山 謙（3） 4’21”47     

大津屋 省吾(3) 4’02”22  4’28”70 12 位  

5000m 蔵満 周平（3）   16’53”91   

10000m 

宮川 和之（2）   36’38”10 38 位  

笹江 晴貴（2）   34’12”59 33 位  

茅野 智裕（1）   33’40”64 27 位  

400mH 小牧 慧士（2） 56”90     

3000mSC 柴田 栗佑（1） 9’44”43  9’29”45 ２位  

10000mW 
高橋 宏敬(M2)   45’01”85 １位  

後藤 大輝（3）   DQ*K2   

 

 

 

 



 

種目 氏名 予選 決勝 順位 備考 

4×100mR 

吉岡 朋樹（2） 

42”26 

   

永田 拓海（2） 

田中 幹三郎（3） 

馬見塚 大樹（1） 

4×400mR 

勇島 海斗（3） 

3’23”60    
永田 拓海（2） 

大津屋 省吾（3） 

小牧 慧士（2） 

勇島 海斗（3） 

 3’19”53 ６位  
大津屋 省吾（3） 

永田 拓海（2） 

小牧 慧士（2） 

走高跳 柴田 康平（3）  1m80 17 位  

棒高跳 戸高 弘英（4） NM    

走幅跳 

田坂 裕輝（3）  7m29(+1.4)   

田中 幹三郎（3）  7m43(+1.8)  
自己ベスト 

鹿大歴代２位 

馬見塚 大樹（2）  7m25(+0.3)   

黒永 祐汰（4）*OP 7m27(+2.7)    

三段跳 

染矢 健平（3） NM    

田坂 裕輝（3）  15m27(+3.0) ５位  

黒永 祐汰（4） 13m96(+4.3)  11 位  

佐藤 拓実（4）*OP 13m93(+1.5)    

やり投 
河野 泰志（M1）  57m28 ９位  

恵島 卓海（3）  56m18 10 位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

種目 氏名 種目 記録 点数 合計 順位 備考 

十種競技 肝付 宇紀(3) 

100m 11”14(+0.0) 830 

6716 ２位 

自己ベスト 

鹿大歴代１位 

 

※100m  自己ベスト 

※走幅跳 自己ベスト 

    鹿大歴代１位 

※走高跳 自己ベスト 

    鹿大歴代５位 

※400m 自己ベスト 

※円盤投 自己ベスト 

※1500m  自己ベスト 

走幅跳 7m52(+1.0) 940 

砲丸投 8m75 411 

走高跳 2m02 822 

400m 49.94 817 

110mH 16”02(+2.1) 730 

円盤投 28m72 439 

棒高跳 3m40 457 

やり投 47m76 556 

1500m 4’34”67 714 

 

種目 氏名 種目 記録 点数 合計 順位 備考 

十種競技 山田 勇弥(2) 

100m 12”28(+0.0) 597 

5024 ８位 

自己ベスト 

 

※100m  自己ベスト 

※走幅跳 自己ベスト 

※400m  自己ベスト 

※棒高跳 自己ベスト 

走幅跳 5m88(-0.9) 561 

砲丸投 7m82 365 

走高跳 1m65 504 

400m 55”14 593 

110mH 18”77(+3.0) 453 

円盤投 25m12 369 

棒高跳 3m60 509 

やり投 43m97 500 

1500m 4’56”25 582 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

女子（総合 8 位：11 点、トラック 8 位：11 点） 

種目 氏名 予選 決勝 順位 備考 

100m 

上田 真子（3） 12”77(+2.8) 12”77(+1.6) ７位 自己ベスト 

滝川 愛月（3） DNS    

笠原 桃子（1） 13”28(+2.2)    

200m 

上田 真子（3） 27”40(+1.8)    

滝川 愛月（3） DNS    

笠原 桃子（1） 27”50(+2.5)    

800m 松下 綾乃（1） 2’28”40    

1500m 

西 佳苗（3） 5’03”88    

宮田 奈々（2） 5’29”32    

松下 綾乃（1） 5’13”34    

100mH 山口 優萌（2） 15”53(+2.4)    

3000mSC 西 佳苗（3）  12’07”51 ５位  

4×100mR 

笠原 桃子（1） 

 49”87 ６位 

 

上田 真子（3） 

曽田 陽菜子(1) 

山口 優萌（2） 

4×400mR 

笠原 桃子（1） 

4’14”41 4’15”09 ７位 

 

曽田 陽菜子(1) 

松下 綾乃（1） 

城戸 未宇（2） 

やり投 山田 桃愛（2） 38m88  ９位  

 


