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第２２回 熊本市陸上競技選手権大会 入賞者一覧表
兼　県民体育祭選手選考会 ２００３年７月６日(日)

熊本市水前寺陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

6日 小学１００ｍ 山口　創太郎 14.68 戸高　豊章 16.08 小園　匠海 16.46

風:-0.7 JAC 川尻 城北

6日 中学１００ｍ 東　卓也 11.87 西田　真基 12.08 山下　利幸 12.22 井上　真男 12.39 矢野　智久 12.43 赤松　大地 12.60 佐々木　翔太 12.62 金子　卓 12.79

風:-0.2 京陵中 京陵中 出水中 錦ケ丘中 江原中 力合中 錦ケ丘中 江原中

6日 高校１００ｍ 渡辺　正剛 11.23 益﨑　達 12.27 吉村　秀和 12.34 原田　拓也 12.91 松本　一弥 13.07 村上　徹 13.34

風:-1.1 九州学院高 熊本学園大付属高 熊本学園大付属高 熊本農高 熊本農高 熊本農高

6日 中学４００ｍ 田中　雄大 55.49 吉永　啓太 56.21 井尾　辰徳 56.69 高岡　裕樹 57.19 鮫島　慎介 58.77 吉野　淳也 60.82 上土井　未知也 61.69 山下　秀 66.22

錦ケ丘中 錦ケ丘中 錦ケ丘中 長嶺中 錦ケ丘中 江原中 錦ケ丘中 錦ケ丘中

6日 高校４００ｍ 高本　健聖 49.85 村本　裕樹 49.85 倉田　隆輔 51.00 福永　亮 54.43

九州学院高 九州学院高 九州学院高 九州学院高

6日 県体予選８００ｍ 花田　敬三  2:30.82

熊本陸協

6日 中学１５００ｍ 池田　卓弥  4:25.53 秋田　幸宏  4:32.51 山国　渉  4:42.89 高野　友希  4:43.80 菅原　啓介  4:46.09 西生　元喜  4:46.14 西　要  4:47.35 瓜生　紘二郎  4:49.15

日吉中 錦ケ丘中 帯山中 東野中 京陵中 東野中 長嶺中 出水中

6日 高校１５００ｍ 有馬　翔大  4:07.74 菊川　智貴  4:08.12 杉　侑平  4:12.77 三島　康裕  4:13.65 久佐賀　悠  4:14.61 長崎　竜也  4:19.41 藤本　幸平  4:21.46 山本　大輔  4:21.81

熊本工高 九州学院高 熊本工高 熊本千原台高 熊本工高 熊本工高 九州学院高 熊本千原台高

6日 一般･大学１５００ｍ 緒方　優一  4:12.34 牧　大祐  4:17.66 居村　史人  4:21.36 原口　裕史  4:33.45 藤本　伸之  4:53.59

第8特科連隊 熊本陸協 熊本大学 熊本大学 熊本大学

6日 県体予選１５００ｍ 荒木　一孝  4:10.18 田辺　博臣  4:40.92

42連隊 NTT

6日 中学３０００ｍ 藤澤　圭輔 10:08.84 藤井　圭太 10:19.27 丸山　潤 10:20.87 荒木　泰史 10:31.20 宮本　稔 10:46.94 園川　翔 10:47.90 塚本　裕司 10:51.38 山口　勝也 11:02.38

京陵中 長嶺中 東野中 力合中 長嶺中 東野中 東野中 力合中

6日 高校５０００ｍ 井野　洋 15:00.40 前田　直也 15:04.54 江崎　光祐 15:10.17 河添　俊司 15:25.10 和泉　守 15:27.76 清水　雅鷹 15:30.97 後藤　慎吾 15:36.38 高木　智史 15:38.83

熊本工高 熊本千原台高 熊本千原台高 九州学院高 熊本千原台高 九州学院高 熊本工高 熊本工高

6日 一般･大学５０００ｍ 西坂　真悟 16:24.50 富田　崇 16:30.78 古木　秀明 16:45.28

第8特科連隊 第8特科連隊 ホンダ熊本

6日 県体予選５０００ｍ 長友　一泰 16:56.91

北村果実

6日 中学走幅跳 江口　翔 5m82 森　浩太郎 5m31 金子　周平 5m04 東　卓也 4m98 松尾　昭平 4m90 毛利　静馬 4m56 深川　翔平 4m42 水本　明宏 4m24

錦ヶ丘中 +0.9 江原中 +2.8 江原中 +0.8 京陵中 +0.7 東野中 +1.8 東野中 +0.7 長嶺中 +1.2 芳野中 +0.7

6日 高校走幅跳 松本　一弥 5m20

熊本農高 +0.9

6日 一般･大学走幅跳 徳本　康輝 7m04 長谷川　豊 6m55

熊本教走ｸﾗﾌﾞ +1.2 熊本陸協 +0.1

6日 中学砲丸投 明治　利直 11m12 新開　雄貴 8m45 下田　尚人 7m89 早川　淳 7m53 本田　盛大 5m59 梅林　洋 5m37 中山　直人 4m95

江原中 江原中 錦ヶ丘中 力合中 日吉中 日吉中 江原中

6日 高校砲丸投 原田　拓也 8m90

熊本農高

6日 県体予選砲丸投 津志田　司 8m12

マスターズ
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第２２回 熊本市陸上競技選手権大会 入賞者一覧表
兼　県民体育祭選手選考会 ２００３年７月６日(日)

熊本市水前寺陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

6日 小学１００ｍ 岡村　彩花 14.58 池上　真由 14.84 三賀山　莉子 15.42 南　麗 15.43 鬼塚　梨沙 15.65 緒方　美祐 15.79 有働　千夏 16.08 鳴川　舞子 16.11

風:-0.7 JAC NGR 飽田東 飽田東 白山 JAC RFC JAC RFC

6日 中学１００ｍ 甲斐　葵 13.54 松間　愛子 13.64 柴尾　梨沙 13.92 園田　美咲 14.01 芹口　絵美 14.27 大鶴　晴加 14.42 井手中　瑞季 14.45 村上　理紗 14.55

風:-1.8 出水中 京陵中 出水中 日吉中 二岡中 出水中 長嶺中 芳野中

6日 高校１００ｍ 山部　和沙 13.27 武谷　信枝 14.71 山崎　あゆみ 14.72

風:-0.7 熊本フェイス高 熊本農高 熊本農高

6日 中学４００ｍ 園田　美咲 65.53 佐々木　亜梨沙 66.21 松山　真帆 69.35 西坂　彩佳 72.30 平野　友理子 72.89 頼本　千夏 74.30 深田　紀子 74.68 前田　記良良 75.01

日吉中 京陵中 東野中 東野中 長嶺中 日吉中 日吉中 京陵中

6日 小学８００ｍ 黒川　美花  2:41.50 奥田　梨奈  2:55.70 安部　由里香  2:55.94

楡木 NGR 飽田東 飽田東

6日 中学８００ｍ 工藤　真依子  2:21.76 江藤　佑香子  2:25.74 福永　里織  2:31.73 立川　慧子  2:32.13 吉行　孝恵  2:37.11 小田　綾古  2:39.51 西　由梨  2:39.72 牛島　夏美  2:40.49

東町中 出水中 東町中 京陵中 長嶺中 東町中 力合中 力合中

6日 高校８００ｍ 西川　生夏  2:19.96 松﨑　美穂  2:20.17 東　朱香  2:20.52 杉山　あずさ  2:22.76 福田　有希  2:28.66 歌野　あずさ  2:30.56 髙村　知佐  2:33.14 小林　里紗  2:33.89

熊本中央高 熊本中央高 尚絅高 熊本中央高 熊本中央高 尚絅高 熊本中央高 尚絅高

6日 中学１５００ｍ 葦田　智七実  5:08.54 黒田　真実  5:18.03 吉田　有里  5:21.46 深井　美由紀  5:26.18 工藤　しずか  5:34.26 宮本　光  5:42.92 山下　恵莉  5:43.04 岡崎　祐美  5:51.32

出水中 芳野中 京陵中 京陵中 二岡中 芳野中 東野中 長嶺中

6日 高校３０００ｍ 風間　友希  9:39.09 梅川　富世  9:44.51 大石　夏希  9:45.73 稗田　紗織  9:49.61 森田　早苗  9:55.65 岡山　奈木沙 10:02.81 平田　沙知 10:03.26 中村　絵美 10:06.84

熊本千原台高 熊本千原台高 熊本千原台高 熊本千原台高 熊本中央高 熊本千原台高 熊本千原台高 熊本千原台高

6日 一般･大学３０００ｍ 西　文子 11:07.37

NTT

6日 高校走高跳 宮本　靖子 1m60 田尻　夏姫 1m45

熊本フェイス高 熊本フェイス高

6日 中学走幅跳 竹本　洋子 5m04 芹口　絵美 4m78 中村　友香 4m23 緒方　蘭 4m19 安留　美沙紀 3m79 石崎　しづか 3m78 井上　晴子 3m77 小佐々　穂波 3m73

東町中 +1.1 二岡中 +1.0 日吉中 +0.7 京陵中 +0.7 東野中 +0.8 錦ヶ丘中 +0.3 東野中 +1.0 東野中 　+1.2

6日 高校走幅跳 宮本　千恵 5m04 武部　信枝 3m33

熊本フェイス高 +0.6 熊本農高 +1.1

6日 一般走幅跳 西森　浩子 4m93

熊本陸協 2.1

6日 中学砲丸投 前川　望 8m33 西村　典子 7m60 石川　杏里 7m01 渡辺　純 5m79 鬼塚　真実 5m25

出水中 出水中 芳野中 京陵中 力合中

6日 高校砲丸投 入江　麗華 12m43 坂田　奈津季 8m63 松下　美子 7m82

熊本フェイス高 NGR 熊本フェイス高 熊本フェイス高
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