
　熊本市陸上競技記録会　平成17年度ランキング表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　　　　   　第200回～204回　熊本市陸上競技記録会　　　　　会場　水前寺競技場 平成18年2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 北里海渡 日吉保育園 20″0 

小　1年 上田大雅 武蔵小 16″9 １６″８ 

小　２年 中村晨 市KURS 17″0 １６″１ 

小　３年 石原聡一郎 市KURS 16″4 １５″０ 

小　４年 佐竹拳静 南小国AC 14″5 １４″３ 

100m 男子 小　５年 星野駿介 人吉ジュニア陸上 13″7 １３″２ 

小　６年 原昇太郎 熊本JAC 13″1 戸高豊章 熊本JAC 13″1 １２″５ 

中　1年 山口創太郎 西山中 12″1 （12″4） 

中　２年 佐々木洸 上中 11″8 （12″０） 

中　３年 二岡史人 菊陽中 11″3 （11″2） 

高　校 福田純 熊工高 10″6 （11″1） 

一般 山崎仁嗣 熊本大 10″7 （10″7） 

小　1年 加藤純平 かめのこきっず 3′13″4 （3′15″2） 

小　２年 井　颯志 南小国AC 3′01″1 （3′24″1） 

800m 男子 小　３年 山下球児 ドリームズ 3′04″6 （2′41″4） 

小　４年 西尾太起 合志RC 2′48″7 ２′３９″2 

小　５年 青野将大 小国JRC 2′35″1 　 ２′２９″０ 

小　６年 西尾太郎 合志RC 2′26″5 大会新 ２′２６″８ 

中　1年 迫知軌 合志中 4′42″8 （4′31″0） 

中　２年 工藤皓平 泗水中 4′21″5 （4′20″6） 

1500m 男子 中　３年 和泉貴大 岡原中 4′16″4 （4′15″2） 

高校 深川彰久 千原台高 4′12″0 （4′02″2） 

一般 椎原直之 オーデンＡＣ 4′08″4 （4′05″4） 

中　1年 岡本智華 北部中 11′08″6 （9′49″8） 

中　２年 川畑貴 力合中 9′54″0 （9′21″2） 

3000m 男子 中　３年 柳本真之介 上中 9′12″1 （9′14″5） 

高校 松原弘二 文徳高 9′03″6 （8′32″4） 

一般 田上朋史 水俣陸協 8′56″4 （8′40″9） 

5000m 男子 高校 村上勝紀 多良木高 15′14″6 （15′05″2） 

一般 栗屋育太郎 ４２普連 15′05″0 （15′07″1） 

小　４年 永田・桂・牧・井上 託麻東小 71″5 ５９″７ 

小　５年 本田・井・佐藤・福原 熊本JAC 59″3 ５８″３ 

リレー 男子 小　６年 戸高・原田・原・古財 熊本JAC 53″5 ５２″５ 

中学 下城・高岡・下川・北野 熊本西原中 46″2 (５２″５) 

高校 江藤・山田・山田･吉武 久留米高専 45″2 

一般 松本・出手原・篠原・馬場 KEIRIN 42″9 

小　３年 ３ｍ５６ 

小　４年 伊藤隼 小国JRC 3m60 ３ｍ９２ 

小　５年 福原広樹 熊本JAC 3m76 ４ｍ６１ 

走 小　６年 伊藤英輝 小国JRC 4m37 ４ｍ８６ 

り 中　１年 藤澤謙輔 白水中 5m33 (5ｍ22) 

幅 男子 中　２年 後藤佑祐 白水中 5m51 (5ｍ48) 

跳 中　３年 高本祐成 大津中 5m47 (6ｍ04) 

高校 貞永健剛 九州学院高 6m70 (6ｍ66) 

一般 石本瑞樹 学園大 7m14 (6ｍ89) 

中　1年 岡田瑞稀 益城中 7m13 (11ｍ59) 

砲 中　２年 城戸隆成 西原中 9m46 (13ｍ37) 

丸 男子 中　３年 梅林洋 日吉中 11m84 (12ｍ10) 

投 高校 新開雄貴 開新高 11m03 (12ｍ18) 

一般 (11ｍ00)

　　　　　　　　（　）はH14年～H16年の記録　　　



　熊本市陸上競技記録会　平成17年度ランキング表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　　　　   　第200回～204回　熊本市陸上競技記録会　　　　　会場　水前寺競技場 平成18年2月 
《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 白木佑弥 市KURS 19"5 

小　1年 浦本苗奈 SSSクラブ 19"2 花岡聖佳 八代KAC 19"2 １８″４ 

小　２年 廣島あみ ドリームズ 17"6 １６″６ 

小　３年 小坂真未 阿蘇陸上クラブ 16"4 １５″４ 

小　４年 野林祐実 熊本東陸上クラブ 15"3 １４″７ 

小　５年 金田杏奈 山鹿小 14"2 １３″８ 

１００ｍ 女子 小　６年 佐竹春南 阿蘇陸上クラブ 12"9 大会新 １３″１ 

中　1年 塚本亮子 阿蘇陸上クラブ 13"0 （13″5） 

中　２年 春野有美 宇土鶴城中 13"2 （13″0） 

中　３年 本田梨奈 出水中 13"3 （12″6） 

高校 松間愛子 熊本商高 12"8 （12″8） 

一般 野村みや 熊本大 12"8 （12″7） 

小　１年 （3′26″8） 

小　２年 東逅楝 熊本東陸上クラブ 3'34"4 （3′10″4） 

小　３年 木部菜月 熊本東陸上クラブ 3'55"0 （2′52″1） 

小　４年 加藤みちる かめのこきっず 2'45"5 （2′56″8） 

小　５年 橋本彩 小国RC 2'59"1 ２′32″9 

小　６年 角崎友香 熊本東陸上クラブ 2'38"9 ２′32″3 

８００ｍ 女子 中　1年 丸山萌 武蔵ヶ丘中 2'19"9 （2′28″5） 

中　２年 森口佳央里 上中 2'22"2 （2′21″6） 

中　３年 田添綾香 菊地南中 2'21"9 （2′19″7） 

高校 合志佳純 千原台高 2'25"2 （2′15″4） 

一　般 野村みや 熊本大 2'21"3 

小　３年 （5′40″9） 

小　４年 （6′23″7） 

小　５年 （5′31″7） 

小　６年 （5′38″1） 

１５００ｍ 女子 中　1年 角之薗杏奈 人吉二中 5'24"2 （4′54″2） 

中　２年 池田絵里香 日吉中 4'46"6 （4′42″8） 
中　３年 指原千穂 武蔵ヶ丘中 4'41"9 （4′45″8） 

高校 木口潮美 千原台高 4'43"9 （4′32″3） 

一般 岩丸昌代 合志技研 4'51"7 （4′49″1） 

中学 瀬上愛理 武蔵ヶ丘中 10'26"2 （10′14″3） 

３０００ｍ 女子 高校 岡亜里沙 尚絅高 10'26"9 （9′56″5） 

一般 前田淳子 ホンダ熊本 10'16"6 （9′58″8） 

小　４年 甲斐・矢野・矢野・小坂 阿蘇陸上クラブ 66"9 ６１″５ 

小　５年 藤堂・内山・瀧下・坂本 託麻東Ａ 66"2 ５７″７ 

4×100ｍ 女子 小　６年 鍬田・小柳・藤野・藤岡 熊本JAC 56"2 ５５″１ 

リレー 中学 藤本・田上・水永・猿渡 右京中 52"9 （50″5） 

高校 佐竹・播正・小山・松間 熊本商高 50"9 （56″3） 

一般 （50″0） 

小　3年 小坂真未 阿蘇陸上クラブ 2m96 ３ｍ２１ 

小　４年 高浜梨穂 小国JRC 3m01 ３ｍ９６ 

走 小　５年 杉本朋香 熊本大江クラブ 3m32 ４ｍ18 

り 小　６年 中嶋楓 山鹿小 4m02 ４ｍ58 

幅 女子 中　1年 坂田理紗子 阿蘇陸上クラブ 4m84 (4ｍ41) 

跳 中　２年 藤澤澄香 白水中 5m05 (4ｍ92) 

中　３年 石本奈緒子 東野中 4m72 (5ｍ49) 

高校 中尾有沙 阿蘇高 5m05 (5ｍ20) 

一般 (5ｍ18) 

中　1年 甲斐雅美 蘇陽中 7m57 (6ｍ83) 

砲 女子 中　２年 中村有希 力合中 10m07 (10ｍ64) 

丸 中　３年 甲斐美菜子 蘇陽中 11m50 (11ｍ48) 

投 高校 古屋千尋 熊本農業高 8m50 (7ｍ26)

　　　　　　　　（　）はH14年～H16年の記録　　　


