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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
走高跳 10/10 中村　豊治 1m80

Delightful水俣・熊本

上村　海晴(3) 1m75

熊本陸協・熊本

日隈　遥大(1) 1m70

宇土高・熊本

髙田　浩矢(3) 1m70

鶴城中・熊本

竹内　大和(2) 1m65

武蔵ヶ丘中・熊本

古川　貴博(2) 1m50

武蔵ヶ丘中・熊本

森島　正英(2) 1m50

熊本中央高・熊本

今吉　快吏(2) 大津北中・熊本1m35

田中　陸斗(1) 菊池南中・熊本

男子

走高跳 10/10 森田　章太郎(6) 1m25

菊池アスリート・熊本

男子小

棒高跳 10/10 丸山　颯(2) 4m00

阿蘇中央・熊本

川嶋　宥喜(1) 3m50

阿蘇中央・熊本

廣瀬　賢人(2) 3m50

鹿本高・熊本

積　達貴(3) 3m30

大津中・熊本

積　洸誠(1) 3m20

阿蘇中央・熊本

出崎　太朗(1) 2m80

鹿本高・熊本

小川　竜弥(1) 牛深高・熊本 2m60

岩下　崇陽(2) 波野中・熊本

男子

棒高跳 10/10 今村　壱徹(6) 2m70

リンクス阿蘇・熊本

園田　健流(6) 2m00

リンクス阿蘇・熊本

今村　成那(6) 1m90

リンクス阿蘇・熊本

男子小

走幅跳 10/10 濱砂　翔(2)   6m53/-0.8

熊本大・熊本

唯　直道(2)   6m19/-0.5

熊本大・熊本

山本　桃暖(1)   6m10/+0.6

熊本商・熊本

稲津　秀聖(2)   5m97/+1.2

秀岳館高・熊本

田崎　裕太(2)   5m95/+0.6

熊本大・熊本

河野　翔太(1)   5m93/+0.8

熊本中央高・熊本

和田　賢(2)   5m85/-0.2

宇土高・熊本

清野　瑛一朗(1)   5m77/+1.1

熊本大・熊本

男子

走幅跳 10/10 塩平　健太(3)   6m28/-1.0

水俣一中・熊本

大北　康生(3)   5m58/+1.8

FirstStep・熊本

北原　雅斗(2)   5m36/+1.0

菊池南中・熊本

梅門　空良(2)   5m01/-0.9

武蔵ヶ丘中・熊本

瀬口　蒼人(2)   5m01/+1.5

合志中・熊本

西本　慎之助(2)   4m98/+0.6

大津北中・熊本

中川　勇世(2)   4m66/+0.3

合志中・熊本

竹田　流唯(2)   4m50/-1.2

武蔵ヶ丘中・熊本

男子中

三段跳 10/10 濱砂　翔(2)  13m64/+0.3

熊本大・熊本

石坂　栄浩(1)  12m43/+0.6

玉名工高・熊本

工藤　隆洋  12m30/+1.2

熊本陸協・熊本

田崎　裕太(2)  12m23/-1.0

熊本大・熊本

河野　翔太(1)  11m90/+0.7

熊本中央高・熊本

志垣　大和(2)  11m78/+0.6

武蔵ヶ丘中・熊本

本田　聖和(2)  11m62/-1.2

宇土高・熊本

西村　侑哉(2)  11m46/-1.9

武蔵ヶ丘中・熊本

男子

走高跳 10/10 中村　香南子 1m65

Delightful水俣・熊本

緒方　緋佳里(2) 1m55

熊本商・熊本

原口　未菜美(2) 1m50

菊鹿中・熊本

森　詩央里(1) 1m50

熊本中央高・熊本

藤川　琉羽(2) 1m45

益城中・熊本

三浦　衣織(1) 1m45

秀岳館高・熊本

大山　花連(2) 1m30

人吉一中・熊本

太田　葵(2) 1m30

武蔵ヶ丘中・熊本

女子

走高跳 10/10 廣川　楓華(6) 1m25

菊池アスリート・熊本

馬場　皐(5) 1m15

たらぎＡＣ・熊本

渡辺　莉々加(6) 1m10

菊池アスリート・熊本

後藤　莉乃(6) 1m10

菊池アスリート・熊本

大村　浬(6) 1m05

たらぎＡＣ・熊本

女子小

棒高跳 10/10 濵﨑　美紗(2) 2m50

牛深高・熊本

小鷹　柚子(2) 2m50

阿蘇中央・熊本

福嶋　亜依(3) 1m70

長嶺中・熊本

三宅　来実(1) 1m60

波野中・熊本

女子

棒高跳 10/10 泊　和恵(5) 1m80

リンクス阿蘇・熊本

女子小

走幅跳 10/10 寺本　有里香(3)   5m38/ 0.0

九州学院高・熊本

満﨑　千里   5m35/+0.3

パブリックビジネスジ・熊本

寺田　優花(2)   5m18/-0.3

熊本中央高・熊本

森　美羽(2)   5m07/-0.4

熊本中央高・熊本

岡本　陽菜(2)   5m07/ 0.0

秀岳館高・熊本

本田　凜(1)   4m98/-1.4

熊本商・熊本

吉田　奈菜(1)   4m87/ 0.0

秀岳館高・熊本

山田　愛(1)   4m58/-1.5

人吉高・熊本

女子

走幅跳 10/10 下田　奈津美(2)   4m96/-1.3

ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ・熊本

那須日向子(2)   4m72/-1.3

人吉一中・熊本

田上　優真(3)   4m70/-1.0

たらぎＡＣ・熊本

黒岩　美羽(1)   4m51/-0.5

ＫＵＲＳ・熊本

藤川　琉羽(2)   4m33/-0.6

益城中・熊本

大塚　まい(2)   4m28/-0.7

西合志中・熊本

手島　七海(2)   4m03/-0.6

武蔵ヶ丘中・熊本

桑原　咲優(2)   3m97/-1.2

合志中・熊本

女子中

三段跳 10/10 満﨑　千里  11m61/-0.4

パブリックビジネスジ・熊本

大川　奏(1)  10m16/-0.2

水俣高・熊本

大川　一葉(1)   9m47/-0.6

水俣高・熊本

女子


