
                                     　熊本市陸上競技記録会　平成16年度ランキング表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　　　　   　第194回～199回　熊本市陸上競技記録会　　　　　会場　水前寺競技場 平成1６年１１月
《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KAC 20″2

小　1年 藤澤聡宗 小峰小 18″4 １６″８

小　２年 石原聡一郎 市KURS 17″5 １６″１

小　３年 花岡和孝 八代KAC 15″3 １５″０

小　４年 井　貴祐 熊本JAC 15″3 １４″３

100m 男子 小　５年 山下　翼 二浦クラブ 13″4 １３″２

小　６年 山口創太郎 熊本JAC 13″1 １２″５

中　1年 籾田康介 陸上スクール 12″4

中　２年 高岡　晃 熊本西原中 12″2

中　３年 川路龍世 龍田中 11″2

高　校 下村洋之 秀学館高 11″4

一般 馬場　勇 九州東海大 10″7

小　1年 井　颯志 南小国AC 3′15″2

小　２年 山下球児 ドリームズ 3′24″1

800m 男子 小　３年 佐竹拳静 小国JRC 2′41″4

小　４年 青野将大 小国JRC 2′39″2 大会新 ２′３９″９

小　５年 穴井晃大 小国JRC 2′34″6 　 ２′２９″０

小　６年 村本　哉 山鹿小 2′29″6 ２′２６″８

中　1年 工藤皓平 泗水中 4′46″9

中　２年 和泉貴大 岡原中 4′24″1

1500m 男子 中　３年 澤村栄輔 菊陽中 4′15″2

高校 中川達朗 宇土高 4′02″2

一般 荒木一孝 ４２連隊 4′05″4

中　1年 杉本裕一郎 託麻中 12′10″5

中　２年 平田崇朋 上中 9′49″6

3000m 男子 中　３年 澤村栄輔 菊陽中 9′14″5

高校 谷崎智舟 九州学院高 8′46″2

一般 田上朋史 水俣市役所 8′55″2

5000m 男子 高校 清田真澄 千原台高 15′32″6

一般 安永省吾 熊本大 15′24″2

小　４年 桐原・菊永・田口・平井 託麻東小 67″8 ５９″７

小　５年 園田・松本・山本・小坂 阿蘇陸上B 64″8 ５８″３

リレー 男子 小　６年 藤澤・中村・古財・山口 熊本JAC 53″3 ５２″５

中　1年 嶋田・津留・田端・貝川 熊本西原中 53″7

中　２年 下城・高岡・下川・北野 熊本西原中 47″8

中　３年 吉里・田村・青木・木庭 菊鹿A 46″2

小　３年 ３ｍ５６

小　４年 井　貴祐 熊本JAC 3m48 ３ｍ９２

小　５年 古閑雅治 山鹿小 3m36 ４ｍ６１

走 小　６年 大橋聖也 本渡南小 4m10 ４ｍ８６

り 中　１年 入橋健太 鏡中 5m22

幅 男子 中　２年 那須雄也 益城中 4m74

跳 中　３年 末富大貴 鶴城中 6m04

高校 清崎彰一 第二高 5m81

一般 伊藤良祐 学園大 6m38

中　1年 森口雪成 RFC 11m59

砲 中　２年 米納史記 御船中 13m37

丸 男子 中　３年 新開雄貴 江原中 12m10

投 高校 村上監士 菊地農業高 8m08

一般 坂本卓弥 学園大 11m00
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《女子》

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 花岡聖佳 八代KAC 21"1

小　1年 西山文茉 RFC 19"3 １８″４

小　２年 小坂真未 阿蘇陸上クラブ 17"9 １６″６

小　３年 幸村香奈 八代KAC 16"5 １５″４

小　４年 福本春佳 未来アスリートクラブ 15"8 １４″７

小　５年 佐竹春南 南小国AC 14"1 １３″８

１００ｍ 女子 小　６年 坂田理紗子 阿蘇陸上クラブ 13"9    １３″１

中　1年 小川真未 西合志中 13"5

中　２年 猪原凪沙 熊本西原中 13"2

中　３年 蓑田莉沙 北部中 12"6

高校 豊民恵美 ルーテル高 13"1 松本理奈 熊本商高 13"1

高校 那須陽香 信愛高 13"1

一般 山本　愛  熊本大 12"7 塩塚あかね  熊本大 12"7

小　1年 東あれん 熊本HRC 3'39"8

小　３年 本田楓有 小国JRC 2'52"1

小　４年 秋吉真希 合志RC 3'08"4

小　５年 佐竹春南 小国JRC 2'32"9 ２′32″3

小　６年 鬼塚梨沙 熊本JAC 2'38"7 ２′27″9

８００ｍ 女子 中　1年 森口佳央里 上中 2'28"5

中　２年 指原千穂 武蔵ヶ丘中 2'21"6

中　３年 江藤裕香子 出水中 2'19"7

高　1年 仙頭さゆり 千原台高 2'15"8

高　２年 坂本真子 宇土高 2'22"0

高　３年 野村みや 宇土高 2'15"4

小　３年 加藤みちる かめのこきっず 5'40"9

小　６年 坂本つゆか 小国JRC 5'38"1

中　1年 神田琴美 武蔵ヶ丘中 4'54"2

１５００ｍ女子 中　２年 瀬上愛理 武蔵ヶ丘中 5'00"0
中　３年 濱崎菜都美 北部中 4'59"8
高校 徳永美香 千原台高 4'44"6

一般 前田　淳子 ホンダ開発 4'51"0

中学 牛島夏美 力合中 11'31"1

３０００ｍ女子 高校 平田サチ 9'57"5

一般 有田真弓 阿蘇高 10'28"3

小　４年 本山・福井・川起・金田 山鹿小 65"4 ６１″５

小　５年 (不明) 山鹿小 60"6 ５７″７

4×100ｍ 女子 小　６年 今村・塚本・山部･坂田 阿蘇陸上クラブ 57"5 ５５″２

リレー 中学 山本･村上･日田･日田 阿蘇中 50"5

高校 吉本･田口･富重･堀 熊商高B 56"3

一般 板橋･塩塚･東･山本 熊本大A 50"0

小　２年 小坂真未 阿蘇陸上クラブ 2m62 ３ｍ２１

小　４年 吉村文香 山鹿小 2m79 ３ｍ９６

走 小　５年 矢野実祥 阿蘇陸上クラブ 3m26 ４ｍ１８

り 小　６年 坂田理紗子 阿蘇陸上クラブ 4m58 大会新 ４ｍ５６

幅 女子 中　1年 甲斐愛菜 波野中 4m23

跳 中　２年 福岡来実 水俣第一中 4m92

中　３年 山本幸江 阿蘇中 5m25

高　１年 堀　恵 熊商高 4m53

高　２年 横田友里香 熊本北高 4m77

一般 鶴田あゆみ 熊本大 4m96

砲 中　２年 甲斐美菜子 蘇陽中 10m64

丸 女子 中　３年 前田　愛 東陽中 11m48

投 高校 緒方　愛 御船高 6m65


