
平成１７年度　熊本市陸上競技選手権大会 場所：熊本市営水前寺競技場 審判長：鞭馬　講二

期日：平成１７年５月１４日（土） 記録主任：加茂田　憲治

DB　443251

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
小学１００ｍ戸高　豊章(6) 13.60 原田　大史(6) 13.79 古財　正裕(6) 13.94 原　昇太郎(6) 13.95 福原　広樹(5) 14.91 隈元　翔太(4) 15.74 大貫　陽嵩(5) 16.28 松下　拓海(4) 16.44
風:-1.0 熊本JAC 熊本JAC 熊本JAC 熊本JAC 熊本JAC ＫＵＲＳ ＫＵＲＳ ＫＵＲＳ

中学１００ｍ高岡　晃(3) 11.89 田畑　博史(3) 12.26 戸髙　章智(3) 12.28 北野　貴則(3) 12.30 籾田　康介(2) 12.56 下川　涼(3) 12.59 山口　創太郎(1) 12.59 貝川　奨(2) 12.86
風:-1.8 熊本西原中 東町中 熊本城南中 熊本西原中 ＫＵＲＳ 熊本西原中 西山中 熊本西原中

高校１００ｍ松本　祐樹(2) 11.43 古賀　方貴(3) 11.51 柿原　樹(3) 11.67 矢島　一磨(1) 11.81 宮田　祐樹(2) 11.82 緒方　章太(1) 11.85 竹下　賢   (2) 11.89
風:+0.0 九州学院高 九州学院高 九州学院高 熊本工高 熊本工高 熊本工高 熊本工高

一般１００ｍ山崎　仁嗣(M1) 10.95 井手原　義人(1) 11.12 原口　英樹 11.85 坂本　哲也(3) 11.88 伊東　良祐 12.03 中西　悠太 12.39
風:-0.1 熊本大 熊本大 熊大ＡＣ 熊本大 熊大ＡＣ 熊本陸協
４００ｍ 藤岡　大樹(3) 51.65 本田　将之(3) 57.45 木本　匡哉(3) 57.55 永澤　翔世(2) 60.07 福永　聡(3) 66.58 池田　一真(3) 66.80
中学 出水中 NGR 力合中 力合中 日吉中 日吉中 日吉中
４００ｍ 矢橋　大助(3) 49.32 福田　 純　(3) 49.65 佐藤　圭介(2) 49.71 沖田　喬皓(2) 50.41 渕上絢志朗(3) 50.44 興呂木　雄治(1) 50.58 貞永　健剛(1) 50.71 望月　健児(2) 51.53
高校 九州学院高 熊本工高 九州学院高 熊本工高 熊本工高 九州学院高 九州学院高 熊本工高
４００ｍ 小城　祐樹(1) 53.76 甲木　秀典(2) 54.60
一般 熊本大 熊本大
８００ｍ 鳥越　大貴(6)  2:43.31 宮村　拓椰(5)  2:51.85 隈元　翔太(4)  2:59.21 石松　大祐(6)  3:06.95 村上　良(4)  3:11.12 中村　泰輔(4)  3:15.35 奥村　亮(5)  3:17.60 高田　裕太(4)  3:31.67
小学 熊本東陸上クラブ ＫＵＲＳ ＫＵＲＳ ＫＵＲＳ 熊本東陸上クラブ ＫＵＲＳ ＫＵＲＳ ＫＵＲＳ
１５００ｍ 中村　大樹(3)  4:22.24 鳥居　哲弥(2)  4:31.17 永森　岳郎(3)  4:33.86 高波　拓也(3)  4:35.43 石原　直也(3)  4:36.91 中村　和貴(3)  4:37.68 和田　一希(2)  4:38.52 上田　祐揮(2)  4:39.63
中学 出水中 北部中 託麻中 託麻中 錦ヶ丘中 東野中 託麻中 北部中
１５００ｍ 池田　卓弥(2)  4:10.23 野田　悟(2)  4:10.89 舩本　竜太(2)  4:11.45 松本　賢(1)  4:12.19 緒方　雄一朗(3)  4:12.24 尾崎　充彦(1)  4:12.51 深瀬　晋吾(2)  4:15.52 澤村　栄輔(1)  4:16.76
高校 九州学院高 九州学院高 九州学院高 熊本千原台高 済々黌高 熊本千原台高 九州学院高 済々黌高
１５００ｍ 宮崎　祐行  4:06.12 井上　伸孝  4:06.47 森本　幸司  4:07.84 田尻　貴之  4:16.79 牧　大祐  4:18.47 山本　大(30)  4:19.33 隅川　孝洋  4:19.79
一般 合志技研ＲＣ オーデンＡＣ 合志技研ＲＣ オーデンＡＣ 熊本陸協 合志技研ＲＣ オーデンＡＣ
３０００ｍ 鳥居　哲弥(2)  9:28.85 坂本　健登(3)  9:45.02 曽我　優貴(3)  9:48.20 鳴瀬　純平(3)  9:54.18 村田　裕樹(3)  9:55.00 濱口　健吾(3) 10:08.08 中野　結貴(3) 10:09.26 中村　和貴(3) 10:12.25
中学 北部中 東野中 日吉中 日吉中 北部中 東野中 東野中 東野中
５０００ｍ 川島　慎太郎(1) 15:16.83 栗原　俊(1) 15:18.93 坂口　竜成(1) 15:52.42 堀　拓人(1) 15:54.60 山本　大輔(3) 15:57.45 田代　宏輔(2) 15:59.08 仲野　大悟(1) 16:08.66 秋田　幸宏(2) 16:10.57
高校 九州学院高 九州学院高 九州学院高 九州学院高 熊本千原台高 熊本千原台高 九州学院高 九州学院高
５０００ｍ 栗屋　育太郎 15:05.70 隅川　孝洋 15:08.09 森下　隆司 15:09.36 萩崎　悟 15:22.26 古庄　誠 15:24.37 宇都宮　一弘 15:26.61 永野　隆司 15:51.22 斗高　宏志 15:56.10
一般 第４２普通科連隊 オーデンＡＣ 鮮ど市場 第４２普通科連隊 第４２普通科連隊 第４２普通科連隊 第４２普通科連隊 第４２普通科連隊

走高跳 梅木　将智(3) 1m40
中学 東野中
走高跳 緒方　大地(2) 1m80 中村　光　　(1) 1m80 吉海　雄平(1) 1m75
高校 熊本工高 熊本工高 済々黌高
走幅跳 松本　章寛(3)   5m08 森下　祥(3)   4m75 松野　佑真(3)   4m74 梅木　将智(3)   4m71
中学 託麻中 +0.3 熊本西原中 +0.3 京陵中 +0.0 東野中 +0.8
走幅跳 笠松　卓矢(2)   6m17 緒方　健太(1)   5m76 山部　達磨(1)   5m71 山内　崇裕(2)   5m66 末富　大貴(1)   5m40
高校 熊本工高 +1.1 熊本工高 +0.2 熊本工高 +0.5 済々黌高 +0.4 熊本工高 +0.0
走幅跳 松岡　渡   6m46 橋口　嵩(1)   6m45 伊東　良祐   6m10
一般 熊本陸協 +1.8 熊本大 +0.8 熊大ＡＣ +0.8
砲丸投 本田　盛大(3)  11m30 梅林　洋(3)  10m69 田中　光一(3)   8m70 新開　雄貴(2)   6m91
中学 日吉中 日吉中 東野中 江原中
砲丸投 有田　周史(3)  11m69
高校 熊本工高
砲丸投 津志田　司   7m71
一般 熊本マスターズ
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平成１７年度　熊本市陸上競技選手権大会 場所：熊本市営水前寺競技場 審判長：鞭馬　講二

期日：平成１７年５月１４日（土） 記録主任：加茂田　憲治

DB　443251

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
小学１００ｍ藤岡　絵里奈(6) 14.06 小栁　文香(6) 14.35 藤野　桃衣(5) 14.87 池上　菜央(5) 15.55 中村　真結(6) 15.67 坂本　伎(5) 16.10 原　未代子(4) 16.31 福島　里奈(5) 16.73
風:-0.0 熊本JAC NGR 熊本JAC NGR 熊本JAC 熊本JAC ＫＵＲＳ ＫＵＲＳ 熊本JAC ＫＵＲＳ

中学１００ｍ石本奈緒子(3) 13.55 戸川　愛(3) 13.73 猪原　凪沙(3) 13.75 藺牟田　安奈(3) 13.79 本田　梨奈(3) 13.88 吉村　恵里(2) 13.92 岡村　彩花(2) 14.07 三浦　華奈(2) 14.15
風:-0.0 東野中 東野中 熊本西原中 東町中 出水中 東町中 東野中 熊本西原中

高校１００ｍ岩村　麻未(3) 13.27 吉永　千紘(1) 13.96 高鍋　里奈(1) 14.01 大原　奈緒(3) 14.11 吉本　美鈴(3) 14.29 矢野　美樹(2) 14.55 冨重　香織(3) 14.76 山下　綾(2) 15.05
風:-1.4 熊本工高 熊本工高 熊本工高 熊本工高 熊本商高 熊本農高 熊本商高 熊本商高

一般１００ｍ山本　愛(2) 12.97 野津　亜季(2) 13.11 阿比留　桂子(3) 13.15 東　麻衣(4) 13.38
風:-0.8 熊本大 熊本大 熊本大 熊本大
４００ｍ 戸川　愛(3) 62.15 江藤　　綾(3) 65.89 赤星　凜(3) 67.03 澤田　美和(1) 71.73 内村　璃子(2) 72.43
中学 東野中 東町中 北部中 ＫＵＲＳ 力合中
４００ｍ 松間　愛子(1) 62.63 松山　真帆 66.13
高校 熊本商高 熊本商高
８００ｍ 角崎　友香(6)  2:40.47 加藤　みちる(4)  2:45.28 鍬田　優子(6)  2:50.91 東　実惟有(6)  2:53.72 中村　真結(6)  3:03.58 田上　若葉(6)  3:06.00 小栁　千華(4)  3:16.46
小学 熊本東陸上クラブ NGR かめのこきっず NGR 熊本JAC NGR 熊本東陸上クラブ ＫＵＲＳ 熊本東陸上クラブ 熊本JAC
８００ｍ 林　実穂(3)  2:23.21 竹原　実和子(3)  2:25.32 篠原　麻衣(3)  2:25.68 緒方　美沙(3)  2:27.38 池田　絵里香(2)  2:29.09 江藤　　郁(3)  2:33.57 鬼塚　沙織(2)  2:34.59 黒川　美花(2)  2:35.00
中学 熊本西原中 北部中 東野中 出水中 日吉中 東町中 熊本西原中 楠中
８００ｍ 濵崎　奈都美(1)  2:22.97 江藤　佑香子(1)  2:23.54 小林　里紗(3)  2:23.83 平山　ひとみ(2)  2:23.94 三山　郁恵(3)  2:26.45 前崎　友香(1)  2:28.94 清田　愛美(2)  2:29.20 宮田　真希(2)  2:29.81
高校 熊本千原台高 熊本千原台高 尚絅高 熊本千原台高 済々黌高 尚絅高 熊本千原台高 熊本千原台高
１５００ｍ 池田　絵里香(2)  4:54.70 竹原　実和子(3)  4:55.97 小田　彩古(3)  5:03.80 水田　涼子(2)  5:08.92 西　紗緒梨(2)  5:20.24 酒井　菜那(2)  5:24.72 加藤　一葉(3)  5:29.65 園川　美由樹(3)  5:49.55
中学 日吉中 北部中 東町中 北部中 力合中 北部中 東野中 東野中
３０００ｍ 仙頭　さゆり(2)  9:45.63 山田　彩友美(2)  9:52.05 池田　小百合(3)  9:52.37 木口　潮美(2)  9:59.36 岡村　由布子(2) 10:06.16 藤原　恵美(3) 10:12.77 合志　佳純(2) 10:19.46 工藤　しずか(2) 10:25.63
高校 熊本千原台高 熊本千原台高 熊本千原台高 熊本千原台高 熊本農高 熊本千原台高 熊本千原台高 熊本千原台高
走高跳 播正　茉林(3) 1m55 小林　亜加里
高校 熊本商高 熊本商高
走幅跳 石本奈緒子(3)   4m53 稲葉　千晴(3)   4m02 岡村　彩花(2)   3m68 畑野　百合香(2)   3m66 堀　菜奈子(2)   3m57 山下　菜穂子(2)   2m84
中学 東野中 +0.5 東町中 +0.6 東野中 +0.0 託麻中 +0.1 託麻中 +0.1 東野中 +0.3
走幅跳 堀　恵(2)   4m43 吉本　美鈴(3)   3m92 松本　早織(2)   3m83
高校 熊本商高 +0.8 熊本商高 +0.1 熊本商高 +0.0
砲丸投 田中　志保里(3)  10m42 澤田　有希(3)   7m15
中学 日吉中 東野中
砲丸投 古屋　千尋(2)   8m39 西村　典子(2)   6m91
高校 熊本農高 熊本農高
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