
     　　　　　　　　　　熊本市陸上競技記録会　平成15年度ランキング表
　　　　　　　　　　　　　　　第188回～193回　熊本市陸上競技記録会　　　　　会場　水前寺競技場
◆男子◆

種目 性別 学年 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 過去の最高記録

幼　年 幸村　康平 八代 21"1

小　1年 星原　一輝 豊水小 19"4 １６″８

小　２年 花岡　和孝 八代小 16"2 １６″１

小　３年 井　貴祐 熊本ＪＡＣ 15"8 １５″０

小　４年 古財　正裕 熊本ＪＡＣ 14"8 １４″３

100m 男子 小　５年 山口創太郎 熊本ＪＡＣ 14"4 １３″２

小　６年 高田　政人 飽田東小 13"2 １２″５

中　1年 二殿　史一 菊鹿中 12"6

中　２年 山部　達磨 一の宮中 12"0

中　３年 佐藤　圭介 宇土鶴城中 11"2

高　1年 平岡　大輔 済々黌高 11"4

高　２年 尾形　省吾 東海第二高 11"1

高　３年 岩本慎一郎 熊本工業高 11"1

一般 上田　晃裕 RIC八代 10"9

小　３年 有田　大将 合志RC　 2’52”8

800m 男子 小　４年 右田　和大 合志RC　 2’43”5 2′39″9

小　５年 藤澤　博貴 小峰小 2’29”0 大会新 2′35″0

小　６年 松岡　亮平 合志RC　 2’29”6 2′26″8

小　５年 本田　大樹 チームルリンコ 5’34”3

中　1年 武田　侑馬 菊水中 4’40”3

中　２年 澤村　栄輔 菊陽中 4’20”6

1500m 男子 中　３年 田中　佳祐 御所浦中 4’16”6

高　1年 三島　康裕 千原台高 4’14”3

高　２年 清田　真澄 千原台高 4’12”6

高　３年 村上　歩 阿蘇高 4’09”9

一般 荒木　一孝 北熊自 4’07”7

中　1年 岡本　峻吾 甲佐中 9’49”8

中　２年 堀　拓人 北部中 9’21”2

3000m 男子 中　３年 宮崎　健司 玉東中 9’17”7

高　1年 河添　俊司 九州学院高 8’48”9

高　２年 藤本真一郎 九州学院高 8’45”1

高　３年 中満　貴史 鎮西高 8’51”2

一般 隅川　孝洋 合志技研 8’40”9

高　1年

5000m 男子 高　２年 内田　智宏 熊本農高 15’57”9

高　３年 日田　勝弘 熊本北高 16’41”8

一般 隅川　孝洋 合志技研 15’07”1

小　4年 工藤・伊藤・高野・新家 小国JRC 64″1 59″7

小　5年 平崎・古閑・高島・唐木 熊本HRC 60″8 58″3

4×100ｍ 男子 小　6年 谷口・古家・蔵座・寺守 熊本JAC 53″1 52″5

リレー 中　1年 緒方・本田・木本・池田 力合B 56″7

中　2年 光元・前川・佐藤・吉岡 益城中　 50″8

中　3年 上村・赤松・池田・豊原 力合A 47″8

小　３年 青野　将大 小国JRC 2ｍ80 ３ｍ５６

小　４年 村上　けい 阿蘇陸上ク 3ｍ37 ３ｍ９２

小　５年 唐木　公輔 熊本HRC 3ｍ64 ４ｍ６１

走 小　６年 宮崎　敦史 本渡南小 4ｍ43 ４ｍ８６

り 中　1年 前川　侑毅 菊地北中 5ｍ19

幅 男子 中　２年 山部　達磨 一の宮中 5ｍ48

跳 中　３年 江口　翔 錦ヶ丘中 5ｍ73

高　1年 西村　大樹 熊本北高 4ｍ84

高　２年 清崎　彰一 第二高 5ｍ91

高　３年 岩本　敦 熊本工業高 6ｍ66

一般 大城戸靖雄 教走ク 6ｍ89

中　1年 本田　盛大 日吉中 6ｍ82

中　２年 新開　雄貴 江高中 10ｍ08

砲 中　３年 明治　利直 江原中 11ｍ80

丸 男子 高　1年 西村　洋徳 秀岳館高 7ｍ97

投 高　２年 萓原　達磨 北陵高 9ｍ56

高　３年 金棒　伸洋 八代高専 12ｍ18

一般 木村　剛之 肥後銀行 10ｍ24
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◆女子◆

幼　年 西山　文菜 6才 20"6

小　1年 小坂　真美 阿蘇陸上ク 19"0 １８″４

小　２年 幸村　香菜 八代小 18"0 １６″６

小　３年 秋吉真希 合志RC　 17"2 １５″４

小　４年 藤岡絵里菜 砂取小 15"4 １４″７

小　５年 久保田千景 RIC八代 13"9 １３″８

１００ｍ 女子 小　６年 岡村　彩花 熊本JAC 14"5 １３″１

中　1年 谷川　愛 RFC 13"6 柴尾　梨沙 出水中 13"6

中　２年 日田　恵理 阿蘇中 13"0

中　３年 甲斐　葵 出水中 13"1

高　1年 横田友里香　 熊本北 13"5

高　２年 平山絵里加 玉名女子 13"7 岩下美由紀 済々黌高 13"7

高　３年 水上　有希 熊本工 12"8

一般 成瀬　峰子 玉名女子教員 13"5

小　２年 加藤みちる チームルリンコ 3’10”4

小　３年 秋吉　真希 合志RC　 3’12”7

小　４年 西山　実花 RFC 2’56”8

小　５年 坂本つゆか 小国JRC 2’51”3

小　６年 穴見　千夏 小国JRC 2’32”3 大会新 ２′43″１

８００ｍ 女子 中　1年 指原千穂 武蔵ヶ丘中 2’27”9 大会新 ２′38″6

中　２年 濱崎奈都美　 北部中 2’23”5

中　３年 田上　紗希 白水中 2’22”2

高　1年 坂本　真子 宇土高 2’18”6

高　２年 野村　みや 宇土高 2’17”7

高　３年 山本あゆみ 熊本北 2’35”3

一般 大城戸順子 熊本陸協 2’28”1

小　４年 野田　純那 チームルリンコ 6’23”7

小　６年 野田　菜月 チームルリンコ 5’31”7

中　1年 指原　千穂 武蔵ヶ丘中 5’03”2

１５００ｍ女子 中　２年 濱崎奈都美　 北部中 4’42”8

中　３年 山田彩友実 鹿南中 4’49”3

高　1年 長松優生子 宇土高 5’00”9

高　２年 徳永　美香 千原台高 4’44”2

高　３年 風間　友希 千原台高 4’32”3

一般 前田　淳子 ホンダ開発 4’49”1

中　３年 仙頭さゆり　 三加和中 10’14”3

高　1年 池田小百合 千原台高 10’21”0

３０００ｍ女子 高　２年 稗田　紗織 千原台高 9’56”5

高　３年 中村　絵美 千原台高 10’03”9

一般 大城戸順子 熊本陸協 10’21”1

小　４年 松本・泉田・田島・井上 託磨東小 69″3 ６１″５

4×100ｍ 小　５年 塩田・山下・桑鶴・久保田 RIC八代 57″7 大会新 ５９″１

リレー 女子 小　６年 笹原・岡村・宮崎・竹口 熊本JAC 60″1 中川・西・阿部・奥田 飽田東小 60″1 ５５″２

中　1年

中　２年 山本・村上・日田・日田 阿蘇中 52″5

中　３年 大鶴・高木・柴尾・甲斐 出水中 54″4

小　３年 ３ｍ２１

小　４年 入江　春奈 西合志南小 3ｍ08 ３ｍ９６

小　５年 坂田理紗子 阿蘇陸上ク 4ｍ18 大会新 ４ｍ０６

走 小　６年 田村　菜美 阿蘇陸上ク 3ｍ49 ４ｍ５６

り 中　1年 岩下　美樹 高森中 3ｍ82

幅 女子 中　２年 山本　幸江 阿蘇陸上ク 4ｍ81

跳 中　３年 竹下　洋子 東町中 4ｍ64

高　1年 相馬　有沙 大津高 4ｍ26

高　３年 浅生　えみ 熊本工 5ｍ20

一般 田中　尚美 学園大 4ｍ55

中　1年 田中志保里　 日吉中 6ｍ83

中　２年 前田　愛 東陽中 10ｍ53

砲 中　３年 前川　望 出水中 8ｍ68

丸 女子 高　1年 山本　渚 御船高　 7ｍ26

投 高　２年 清原　里美 北陵高 6ｍ19

高　３年

一般


