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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 8/11 岩永　匡史 10.90/

松島陸上

森　太志(2) 11.10/

学園大付高

植村　修帆 松島陸上 11.50/

橋本　光世(2) 天草高

山本　伸哉(2) 天草工

林田　滉平(3) 小川工高 11.60/

岩永　教宏(1) 天草高

岩本　浩哉 IH

２００ｍ 8/11 岩永　匡史 22.50/

松島陸上

田中　駿(一般) 23.10/

ﾅｼ コロナメント

森　太志(2) 23.20/

学園大付高

山本　伸哉(2) 23.30/

天草工

坂本　東一朗(2) 23.60/

天草高

橋本　光世(2) 23.80/

天草高

岩永　教宏(1) 23.90/

天草高

工藤翔(2) 24.00/

本渡中

４００ｍ 8/11 林田　滉平(3) 53.00

小川工高

中口　智尭(2) 55.00

ルーテル高

松下　拓夢 55.60

熊本陸協

小川　翼(2) 55.60

天草高

谷　向陽(3) 56.10

河浦中

梅川　隼(2) 56.60

天草工

太田　皓人(2) 天草高 56.80

吉澤　映太(3) 松島陸上

１５００ｍ 8/11 中野　弘章  4:07.70

ＮＴＣ

中野　正貴  4:28.40

ＮＴＣ

井上　拓優  4:29.00

濟々黌高

畑田　拓海(3)  4:30.50

本渡中

元嶋　健(25)  4:32.90

熊本県庁

永野　樹(2)  4:33.20

天草高

杉尾　泰刀(2)  4:38.60

稜南中

平田　義貴(2)  4:39.00

稜南中

３０００ｍ 8/11 窪田　貴大  9:05.80

上天草陸協

富田　誠至郎  9:11.10

天草マラソンクラブ

松本　健聖  9:17.60

有明リトルクラブ

浦川　良夢(1)  9:31.00

有明リトルクラブ

梅津　圭佑  9:33.20

ﾌﾝﾄﾞｰｷﾝ

稲尾　瑞歩(2)  9:39.10

天草工

西中　慈音(3)  9:40.90

龍ヶ岳中

山下　将近(一般)  9:47.20

楠浦陸上クラブ

走幅跳 8/11 植村　修帆   6m63/ 0.0

松島陸上

柿内　佑太(2)   5m91/ 0.0

学園大付高

梅津虎ノ介(3)   5m64/ 0.0

本渡中

松岡　渡   5m45/ 0.0

上天草高校教員

松岡　慶樹(1)   5m29/ 0.0

上天草高

山本　桃暖(2)   5m27/ 0.0

牛深東中

山川　拓真(1)   5m14/ 0.0

天草工

篠田　悠翔(3)   4m92/ 0.0

大矢野中

三段跳 8/11 宮崎　敦史  14m13/ 0.0

熊本陸協

宮崎　マサヒロ  12m84/ 0.0

熊本中央高

松岡　渡  11m69/ 0.0

上天草高校教員

井上　雄大(3)  11m57/ 0.0

本渡東中

立石　貴一(37)  11m18/ 0.0

本渡東中職員

小谷　飛翼(3)  10m88/ 0.0

有明中学校

田中　和政(2)  10m88/ 0.0

牛深高

走高跳 8/11 田丸　稜祐(2) 1m75

牛深高

山口　錬(3) 1m65

牛深東中

小森　琉童(3) 1m60

有明中学校

吉田健信(3) 1m50

本渡中

宮﨑隆央(1) 1m45

本渡中

男子共
通

砲丸投

(6kg)

8/11 平岡　拓海(2)  11m47

小川工高

山並　成留(1)   8m02

天草工

本島　海(2)   7m98

上天草高

山口　和義(1)   6m46

上天草高

西本　千尋(1)   6m21

上天草高

男子高
校

１００ｍ 8/11 松本　悠馬(3) 11.20/

NGR松島陸上

梅津虎ノ介(3) 11.60/

本渡中

森島　正英(3) 松島陸上 11.70/

工藤翔(2) 本渡中

澤村隆之介(3) 11.70/

本渡中

濱﨑慎太郎(2) 本渡中 11.90/

生嶋　恒星(3) 牛深東中

原田　泰佑(2) 12.00/

河浦中

１００ｍＨ

(0.762m)

8/11 小野瑞季(2) 16.10/

本渡中

益田　光(3) 16.60/

有明中学校

１１０ｍＨ

(0.914m)

8/11 岩﨑　翔汰(3) 17.80/

松島陸上

釜崎雄汰(3) 18.80/

本渡中

小森　琉童(3) 19.00/

有明中学校

砲丸投

(4.000kg)

8/11 畑島大翔(3)  12m12

本渡中

井上　雄大(3)  10m68

本渡東中

泉海斗(3)  10m10

本渡中

杉本　智哉(3)   9m56

牛深中

瀬上　恭平(3)   8m80

牛深中

河内　公汰(3)   8m03

有明中学校

吉口　元貴(2)   6m72

有明中学校

野中　海夏人(1)   6m54

牛深中

男子中
学

１００ｍ 8/11 舩元　駿河(6) 13.20/

本渡北

岡村　太陽(6) 13.40/

楠浦陸上クラブ

野村　太真(5) 13.90/

あみつジュニア

山本　莉玖(6) 14.00/

ALL八代

片山　翔馬(6) 14.10/

上天草ドリームズ

鶴田　剛(6) 14.10/

本渡南クラブ

瀧本　嵐(5) 14.20/

本渡南クラブ

堀田　聖人(6) 14.30/

本渡南クラブ

８００ｍ 8/11 舩元　駿河(6)  2:29.10

EGR本渡北

上渕　嵩(6)  2:30.20

本渡北小

小山　温太(小5)  2:39.40

新和陸上クラブ

小西　康晴(6)  2:40.10

本渡南クラブ

山本　莉玖(6)  2:43.50

ALL八代

平方　勇多(4)  2:47.80

河浦小

笠松　大悟(5)  2:49.40

倉岳陸上クラブ

濱本　海生(5)  2:49.70

倉岳陸上クラブ

男子小
学高学
年

１００ｍ 8/11 本崎　秀虎(3) 楠浦陸上クラブ 16.50/

山坂　明門(3) 松島陸上クラブ

中村　心惺(2) AIAC

窪　壱征(3) 16.80/

河浦小

萩原　大河(3) 16.90/

天草倶楽部

長野　颯真(3) 天草倶楽部 17.10/

村上　虎轍 天草倶楽部

笠松　彪斗(3) 倉岳陸上クラブ 17.30/

仲安　秀飛(2) あみつジュニア

男子小
学低学
年

１００ｍ 8/11 釣屋　心(3) 12.10/

NGRRisingSun

濱　悠季菜(2) 12.90/

天草高

伊藤　こなみ(2) 13.30/

天草拓心高

船辺　未沙紀(1) 13.70/

牛深高

山川　萌(1) 13.80/

上天草高

錦戸　真菜(1) 13.80/

天草高

岩本　禎子(1) 13.90/

天草高

松江　優衣(1) 天草高 14.20/

濱　いち子(一般) ATFC

２００ｍ 8/11 釣屋　心(3) 25.50/

RisingSun

内崎　愛奈(2) 27.40/

天草高

濱　悠季菜(2) 27.70/

天草高

前田　さつき(2) 27.90/

学園大付高

笠松　友夏(1) 松島陸上 28.20/

尾下美玖(3) 本渡中

嶋﨑　美帆(3) 松島陸上 28.30/

伊藤　こなみ(2) 天草拓心高

８００ｍ 8/11 山下　玲奈(1)  2:23.40

天草高

濵﨑　莉央(2)  2:25.20

龍ヶ岳中

池田　帆華  2:29.60

倉岳中

関　友恵(3)  2:32.00

天草中

三浦　栞奈(2)  2:32.30

三角中

寺島　琉華(2)  2:32.60

三角中

池田　果穂  2:34.10

倉岳中

岩﨑　めぐみ(2)  2:34.90

稜南中

１５００ｍ 8/11 山川　祐佳(3)  5:14.60

有明リトルクラブ

上嶋　知子(一般)  5:18.40

楠浦陸上クラブ

松岡　ほのか(3)  5:22.30

本渡東中

千葉　那月(3)  5:26.00

本渡東中

増田　綾(3)  5:26.60

大矢野中

戸川　賀七恵(2)  5:30.90

牛深中

原井　星瑠(3)  5:32.00

牛深中

若木　紅里(2)  5:32.40

牛深中

走幅跳 8/11 内崎　愛奈(2)   4m85/ 0.0

天草高

内崎　鈴奈(2)   4m75/ 0.0

天草高

船辺　未沙紀(1)   4m64/ 0.0

牛深高

須﨑　心咲   4m51/ 0.0

姫戸中

堀川　静来   4m40/ 0.0

倉岳中

四藤　遥(2)   4m36/ 0.0

上天草高

金子　麗奈(3)   4m21/ 0.0

松島陸上

岩本　禎子(1)   4m10/ 0.0

天草高

走高跳 8/11 大谷　由萌香 1m50

ルーテル高

日隠　乃の果(2) 1m45

人吉一中

女子共
通

砲丸投

(4.000kg)

8/11 本田　嵐(2)   9m44

小川工高

山里　桃華(1)   8m64

天草高

後迫　琴美(1)   8m34

牛深高

嶋﨑　彩花(2)   6m70

上天草高

嶋田　美桜(2)   6m63

天草高

女子高
校

１００ｍ 8/11 嶋﨑　美帆(3) 12.90/

松島陸上

堀川　静来 13.00/

倉岳中

笠松　友夏(1) 松島陸上 13.30/

林田　沙月(1) 松島陸上

尾下美玖(3) 本渡中

迫頭亜依香(2) 13.40/

本渡中

塚本　華帆(2) ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 13.50/

新海　春華(2) 龍ヶ岳中

８０ｍＨ

(0.762m)

8/11 新海　春華(2) 13.80/

龍ヶ岳中

山根　周子(1) 14.60/

天草倶楽部

山田　亜美(2) 15.10/

有明中学校

糸田　莉乃(1) 16.10/

楠浦陸上クラブ

砲丸投

(2.721kg)

8/11 山里　椿華   9m55

河浦中

山口　彩香莉   8m94

姫戸中

米村　奈々(3)   8m02

有明中学校

後迫　美鈴(1)   8m00

牛深東中

浪瀨　朱利(3)   7m40

本渡東中

江﨑如意(3)   7m28

本渡中

松本　麻裕(1)   6m72

有明中学校

袋田　真未(1)   6m68

牛深東中

女子中
学

１００ｍ 8/11 樋口　愛実華(6) 14.00/

Maedaアスリートクラ

中本　新菜(6) 14.30/

本渡南クラブ

岸上　あかり(6) 14.50/

楠浦陸上クラブ

北　彩乃(6) 佐伊津陸上クラブ 14.70/

宮川　姫乃(6) 上天草ドリームズ

山下　華那(6) 14.80/

楠浦陸上クラブ

笠　朱日菜(5) 15.00/

Maedaアスリートクラ

玉田　有梨沙(6) 15.20/

楠浦陸上クラブ

８００ｍ 8/11 岸上　あかり(6)  2:41.60

楠浦陸上クラブ

山下　華那(6)  2:41.90

楠浦陸上クラブ

柴田　愛梨(6)  2:47.80

有明リトルクラブ

吉原　碧彩(5)  2:48.60

本渡南クラブ

原田　美空(6)  2:49.30

楠浦陸上クラブ

玉田　有梨沙(6)  2:51.60

楠浦陸上クラブ

辻　絢菜(5)  2:52.40

本渡北小

?下　咲綺(5)  2:54.10

本渡北小

女子小
学高学
年

１００ｍ 8/11 嶋尾　若那(3) 16.70/

楠浦陸上クラブ

野村　ひいろ(3) 16.80/

あみつジュニア

山本　萌愛(3) 16.80/

倉岳陸上クラブ

袋田　千愛(3) 楠浦陸上クラブ 17.10/

福田　莉子(2) 河浦小

村尾　桃佳(3) 17.20/

楠浦陸上クラブ

木村　玲綺(3) 17.30/

あみつジュニア

澤田　真央(3) 17.50/

佐伊津陸上クラブ

女子小
学低学
年

凡例（NGR:大会新記録/ EGR:大会ﾀｲ記録/ ﾅｼ   なし）


