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八代市陸上競技記録会 2019年6月15日(土)
決勝一覧表

熊本県営八代運動公園陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子１年中学 １００ｍ 内田　啓太(1) 11.9 本田　琉士(1) 12.4 岡村　太陽(1) 12.9 宮本　真輝(1) 13.0 片山翔馬(三角中) 13.2 廣野 貴斗(1) 13.4 林　桐生(1) 13.5

八代四中  maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  稜南中  住吉中  永松日月(八代中)   八代二中  あみつジュニア  
男子２年中学 １００ｍ 河本　拓磨(2) 11.8 上村　蒼月(2) 12.0 岩﨑　巧真(2) 12.2 同順：岩下　史穏(2) 12.2 戸田　唯人(2) 12.3 中村　威則(2) 12.5 錦戸　拓郎(本渡中) 12.6

牛深東中  県立八代中  水俣一中  本渡中  八代一中  住吉中  渡邉　李凰(御船中)   
男子３年中学 １００ｍ 工藤　翔(3) 11.3 濱﨑　慎太郎(3) 11.6 井﨑　界璃(3) 11.8 小野　瑞季(3) 11.9 甲斐　未来(3) 12.1 桑原　楽(3) 12.2 中山幸太(住吉中) 12.3

本渡中  本渡中  八代三中  本渡中  御船中  八代四中  松岡龍聖(八代一中)  

内田耀介(八代一中)
村上寛幸(八代四中)
三浦太誠(八代一中)

男子中学 ２００ｍ 河本　拓磨(2) 24.6 井﨑　界璃(八代三中) 24.8 戸田唯人(八代一中) 26.0 岩下　史穏(2) 26.1 内田　耀介(3) 26.2 岡村　太陽(1) 26.3
牛深東中  濱﨑慎太郎(本渡中)   坂中朝葉(八代二中)   本渡中  八代一中  稜南中  

男子中学 ４００ｍ 上蔀　翔太(3) 59.5 森田　一成(3)  1:01.0 袋田  勝明(3)  1:01.9 岡田 大輝(2)  1:06.6
八代二中 八代二中 牛深東中 八代二中

男子中学 ８００ｍ 入口　汰一(3)  2:06.7 橋口　恭吾(3)  2:18.0 松田　壮生(2)  2:32.0 梅田　大地(2)  2:38.4 杉島　大和(2)  2:38.8 森田　愛斗(1)  2:40.6 村上　駿斗(1)  2:45.0 早川　奨真(2)  2:51.4
緑東中 八代二中 鏡中 八代一中 八代四中 県立八代中 砥用中 鏡中

男子中学 ３０００ｍ 長迫　和貴(2)  9:39.5 東矢　昂大(3) 10:04.5 村田　蓮(2) 10:25.5 橋本　誠人(1) 11:00.0 佐美三　翔(3) 11:15.1 北野  優海(2) 11:20.8
山鹿中 鏡中 鏡中 豊岡ランニングクラブ 豊岡ランニングクラブ 牛深東中

男子１年中学 １５００ｍ 山本　莉玖(1)  4:56.7 松﨑　陽介(1)  4:57.0 西坂　麟人(1)  4:59.0 佐藤　慶知(1)  5:09.3 山田　洸志(1)  5:12.0 廣野 貴斗(1)  5:14.3 佐藤　諒知(1)  5:16.8 内田　大貴(1)  5:18.5
八代八中 佐敷中 不知火RC 泉中 不知火RC 八代二中 泉中 本渡中

男子２年中学 １５００ｍ 金田　楓貴(2)  4:34.6 横坂　漣(2)  4:44.5 村田　蓮(2)  4:44.8 森　陸飛(2)  4:47.9 寺下 豪彦(2)  4:48.3 黒川 晴志郎(2)  4:51.5 志賀　俊介(2)  4:53.0 山下　駿矢(2)  4:54.3
水俣一中 佐敷中 鏡中 御船中 本渡中 本渡中 高森中 本渡中

男子３年中学 １５００ｍ 山口　宥史(3)  4:33.7 村上　颯之介(3)  4:34.0 志村　翔汰(3)  4:36.8 金子　悠斗(3)  4:41.3 松岡　慶(3)  4:53.2 野嶋 聡(3)  4:54.9 岩本　右京(3)  4:57.7 宇藤　徹士朗(3)  4:59.0
水俣一中 佐敷中 三角中 三角中 本渡中 本渡中 御船中 高森中

男子中学 走幅跳 小川  竜弥(3) 5m72 白奥　準(3) 5m34 森田　一成(3) 5m32 多久　大吉(3) 4m81 宮下　直己(3) 4m68 片山　翔馬(1) 4m68 鶴野　翔太(3) 4m67 伊津野　雄斗(3) 4m54
牛深東中 佐敷中 八代二中 菊鹿中 本渡中 三角中 御船中 八代二中

男子中学 走高跳 宮﨑　隆央(2) 1m60 中村　大樹(3) 1m50
本渡中 御船中

男子中学 砲丸投 中村　雷輝(3)   9m25 三浦　太誠(3)   8m13
(5.000kg) 県立八代中 八代一中

男子中学 三段跳 山本  桃暖(3) 12m57 上蔀　翔太(3) 12m09
牛深東中 八代二中

男子中学 １１０ｍＨ 小野　瑞季(3) 20.2 松岡　龍聖(3) 22.6
(0.914m) 本渡中  八代一中  

男子低学年 １００ｍＨ 澤村 光輝(2) 16.7 木渕　虎太郎(2) 17.4 濵﨑 侑真(2) 19.8 小坂　宗太朗(2) 20.5 見﨑　奏汰(1) 20.7
(0.762m) 八代二中  佐敷中  八代二中  津奈木中  砥用中  

男子３年小学 １００ｍ 中村　心惺(3) 16.4 中村　一斗(3) 16.9 上村　心輝(3) 17.7 仲安　秀飛(3) 17.9 古庄　洸暉(3) 18.1 木下　琥一朗(3) 18.2 鍬田　聖仁(3) 18.4 濱　孝乃介(3) 18.5
AIAC  あみつジュニア  maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  あみつジュニア  あみつジュニア  松高陸上クラブ  不知火JRC  不知火JRC  

男子４年小学 １００ｍ 仁井本　翔馬(4) 15.8 稲田　應祐(4) 16.5 小馬田　将(4) 16.7 榎田光汰(厳橿陸上) 17.2 江操　煌芽(4) 17.3 吉田　拓真(4) 17.4 清田大成(Maeda) 17.5
maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  あみつジュニア  maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  杉永爽稀(ALL八代)   松高陸上クラブ  松高陸上クラブ  平松　歩(maeda)  

男子５年小学 １００ｍ 中村　昊心(5) 15.3 亀田　一希(5) 16.1 山崎 侑樹(5) 16.4 山下　拓斗(5) 16.8 吉永  昊生(5) 16.9 藤田　叶志(5) 17.6 末永　誠一郎(5) 18.5 浦里　蒼空(5) 18.7
maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  ALL八代  KAC  松高陸上クラブ  KAC  あみつジュニア  厳橿陸上クラブ  松高陸上クラブ  

男子６年小学 １００ｍ 野村　太真(6) 14.3 志水　秀宇(6) 15.2 船橋　和慎(6) 15.6 椎葉櫻雅(AIAC) 15.8 福田　煌介(6) 16.3 江口　礼(6) 16.6 田中　湧翔(6) 16.7
あみつジュニア  ALL八代  あみつジュニア  杉山輝志郎(Maeda)   厳橿陸上クラブ  厳橿陸上クラブ  厳橿陸上クラブ  

男子小学 ８００ｍ 鍬田　泰聖(6)  2:39.2 松田　颯(6)  2:43.6 牧本　晃志郎(5)  2:49.2 水谷　蒼空(5)  2:54.0 松井　和篤(5)  2:57.8 松田　琉(4)  3:15.1 小川　正泰(5)  3:15.4 上村　大翔(4)  3:34.9
不知火JRC 令和陸上クラブ あみつジュニア 不知火JRC 不知火JRC 令和陸上クラブ 厳橿陸上クラブ 令和陸上クラブ

女子１年中学 １００ｍ 福岡　胡碧(1) 13.2 樋口　愛実華(1) 13.6 平本佳李亜アンジェラ(1)13.9 黒田　真唯(鏡中) 14.5 森山梨音(水俣一中) 14.6 舞弓　楓(水俣一中) 14.8
maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  八代一中  八代三中  井田　怜良(八代四中)   原口未菜美(菊鹿中)   山口菜々子(佐敷中)  

竹下　穂(御船中)

女子２年中学 １００ｍ 松本　祈星(2) 13.0 木佐木　梨花(2) 13.4 木村　歩(2) 13.6 志水　杏(2) 13.8 角田　若葉(2) 13.9 同順：三保　亜依莉(2) 13.9 稲田　美彩(2) 14.0 萩本　朱音(八代中) 14.1
八代一中  八代四中  砥用中  八代一中  八代一中  砥用中  砥用中  永松南美(八代四中)  

今村さくら(八代四中)

女子３年中学 １００ｍ 脇﨑  葉月(3) 12.5 松﨑　陽向(3) 13.0 齊藤　里歩(3) 13.1 佐々木　葉月(3) 13.3 井上　美玖(3) 13.9 渡邊　美月(本渡中) 14.0
牛深東中  佐敷中  水俣一中  八代二中  津奈木中  福山　茉里(八代一中)  

淀川　真布(八代四中)

女子中学 ２００ｍ 脇﨑  葉月(3) 27.2 松本　祈星(八代一中) 27.5 福岡　胡碧(1) 27.7 山品　晴(2) 29.0 渡邊　美月(3) 29.9 平本佳李亜アンジェラ(1)30.0 松川　凜(3) 30.2
牛深東中  松﨑　陽向(佐敷中)   maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  菊鹿中  本渡中  八代三中  八代三中  

女子中学 １５００ｍ 井手　彩七(2)  5:00.3 福盛　穂花(3)  5:03.1 田中　環和(2)  5:04.1 緒方　陽花(2)  5:07.9 緒方　咲花(3)  5:08.2 酒井　美春(3)  5:09.2 赤星　美咲(3)  5:16.4 黒木　和(3)  5:17.8
山鹿中 山鹿中 不知火中 山鹿中 山鹿中 砥用中 砥用中 鏡中

女子１年中学 ８００ｍ 星子　仁美(1)  2:40.9 石川　美沙希(1)  2:42.3 稲垣　心(1)  2:42.9 濱田　侑実子(1)  2:45.2 芹口　沙耶香(1)  2:46.4 開田　琉愛(1)  2:46.9 松野 姫子(1)  2:48.9 宮下　真弥(1)  2:51.9
山鹿中 山鹿中 八代三中 県立八代中 高森中 水俣一中 八代二中 佐敷中

女子２年中学 ８００ｍ 大場　瑞樹(2)  2:30.5 廣重　陽菜(2)  2:33.1 樫山　さくら(2)  2:35.6 井上　小春(2)  2:37.7 工木　あいみ(2)  2:39.2 松本　実莉(2)  2:41.1 村崎　紅彩(2)  2:43.3 篠山  美空(2)  2:44.7
県立八代中 本渡中 砥用中 鏡中 佐敷中 本渡中 鏡中 牛深東中
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八代市陸上競技記録会 2019年6月15日(土)
決勝一覧表

熊本県営八代運動公園陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
女子３年中学 ８００ｍ 寺島　琉華(3)  2:31.5 杉山　陽菜(3)  2:33.3 宮﨑　碧海(3)  2:33.5 酒井　美春(3)  2:37.9 笹原　美優(3)  2:38.1 下田  有彩(3)  2:38.8 小田原　海里(3)  2:40.6 赤星　美咲(3)  2:40.8

三角中 山鹿中 鏡中 砥用中 山鹿中 牛深東中 県立八代中 砥用中

女子中学 １００ｍＨ 福山　茉里(3) 17.7 木下　結衣(3) 19.1 井上　美玖(3) 19.5 奥村　友麻(3) 21.2
(0.762m) 八代一中  八代一中  津奈木中  砥用中  

女子低学年 ８０ｍＨ 樋口　愛実華(1) 13.1 松山　芽生(1) 16.5 濵田　キララ(2) 17.0 竹上 木乃美(2) 17.9 原田　果林(2) 18.7 宮本　奏海(2) 18.7
(0.762m) 八代一中  八代一中  津奈木中  八代二中  本渡中  鏡中  

女子中学 走高跳 吉田　奈菜(3) 1m30 赤星　凜(2) 1m20 椎葉　ひなた(2) 1m10
八代二中 御船中 八代一中

女子中学 走幅跳 本田　凜(3) 4m43 後迫　友来(2) 4m41 稲田　美彩(2) 4m14 白石　美沙音(2) 4m13 松本 実有(1) 3m88 三保　亜依莉(2) 3m81 遠山 純礼(1) 3m75
八代三中 本渡中 砥用中 八代一中 八代二中 砥用中 八代二中

女子中学 砲丸投 後迫  美鈴(2)   9m63 嶽本 沙寧(2)   7m83 袋田  真未(2)   7m69 伊織　千尋(2)   6m89 山口　真菜(3)   5m16
(2.721kg) 牛深東中 八代二中 牛深東中 八代一中 八代二中

女子３年小学 １００ｍ 橋本　歩季(3) 17.7 澤田　月穂(3) 18.2 牧本　栞奈(3) 18.6 阿部 芽依(3) 18.7 椎葉　ひより(3) 18.8 村田  侃子(3) 19.1 山内　美波(水俣陸上) 19.4
松高陸上クラブ  maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  あみつジュニア  KAC  AIAC  不知火JRC  浦里　咲晶(松高陸上)   

女子４年小学 １００ｍ 野村　ひいろ(4) 16.3 宮田　花音(4) 16.6 藤本　さくら(4) 16.9 木村　玲綺(4) 17.1 白木　希佳(4) 17.3 今村　蒼月(4) 17.4 野田　結愛(厳橿陸上) 17.5
あみつジュニア  松高陸上クラブ  あみつジュニア  あみつジュニア  厳橿陸上クラブ  あみつジュニア  山下　彩花(松高陸上)  

女子５年小学 １００ｍ 山形　結衣星(5) 15.2 園原　優芽(5) 16.1 山下　裕凜(5) 17.3 渕上　紀乃(5) 17.5 森本　あみる(5) 17.6 丸尾　うらら(5) 17.8 江嶋　梨愛(5) 18.4 木村　倫子(5) 18.5
AIAC  maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  AIAC  厳橿陸上クラブ  DREAM火流  DREAM火流  maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  DREAM火流  

女子６年小学 １００ｍ 石田　皐彩(6) 14.3 大村谷　星来(6) 14.7 笠　朱日菜(6) 15.0 矢賀部　里帆(6) 15.3 宇藤　くらら(6) 15.4 益田　陽菜(6) 15.6 宇藤　彩乃(6) 15.7 鬼塚　彩生(6) 15.8
maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  ALL八代  maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  水俣陸上クラブ  あみつジュニア  水俣陸上クラブ  松高陸上クラブ  

女子小学 ８００ｍ 江副　夏穂(6)  2:38.5 田中　那歩(5)  2:38.9 樋口　心由羽(6)  2:42.2 今村　咲月(6)  2:48.5 岩本　笑未(6)  2:50.8 山下　想(6)  2:51.7 塚本　怜(6)  2:54.4 西坂　瑚花(5)  2:58.9
あみつジュニア 不知火JRC maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ あみつジュニア 令和陸上クラブ maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 不知火JRC 不知火JRC

男子中学 ４×１００ｍ 本渡中･ 45.4 八代二中･ 47.0 八代一中･ 49.0 八代四中･ 49.1 水俣一中･ 50.9 佐敷中･ 51.4
男子低学年 ４×１００ｍ 八代二中･ 51.6 本渡中･ 53.0
女子中学 ４×１００ｍ 八代四中･ 54.3 水俣一中･ 55.0 佐敷中･ 55.4 県立八代中･ 56.7 八代三中･ 56.7 本渡中･ 57.2
女子低学年 ４×１００ｍ 八代一中･ 56.1 八代二中･ 58.0 水俣一中･ 58.0 県立八代中･  1:01.4
女子小学 ４×１００ｍ maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞB･ 56.4 maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞA･  1:02.8 あみつジュニア･  1:05.2 DREAM火流･  1:05.6 厳橿陸上クラブB･  1:08.1 厳橿陸上クラブA･  1:13.1
男子小学 ４×１００ｍ あみつジュニア･ 57.2 maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞB･  1:05.1 同順：maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞA･ 1:05.1 厳橿陸上クラブA･  1:10.4 厳橿陸上クラブB･  1:11.3

男子１年小学 １００ｍ 古田　瑛士(1) 25.8
AIAC  

男子２年小学 １００ｍ 浅川　蒼典(2) 18.5 草野　飛龍(2) 18.6 佐藤　光海(あみつ) 19.2 稲田　竜慶(2) 19.5 谷川　湖太瀧(2) 20.1 阿部 悠月(2) 23.7
DREAM火流  maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  鎌賀　琉斗(あみつ)   あみつジュニア  DREAM火流  KAC  

女子１年小学 １００ｍ 山下　萌波(1) 20.7 吉田　真維(1) 21.0 森本　陽香(1) 21.9 上野　愛加(1) 22.7 時吉　琥珀(1) 23.2
松高陸上クラブ  松高陸上クラブ  松高陸上クラブ  AIAC  水俣陸上クラブ  

女子２年小学 １００ｍ 谷本　憩(2) 19.2 垣原  結愛(2) 19.7 宇藤　かれん(2) 20.0 田本　凪(2) 21.2 中熊莉桜(不知火JRC) 21.3 長村　くるみ(2) 21.4 木村　アウラ(2) 22.1
ALL八代  不知火JRC  水俣陸上クラブ  ALL八代  諏佐　純(DREAM火流)   maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  松高陸上クラブ  


