
平成18年度記録会年間1位選手一覧【男子】 
２０５回 ２０６回 ２０７回 ２０８回 ２０９回 年間一位 

６歳未満男子１００ｍ 21.4 20.7 20.2 20.5 19.2 19.2 
名前（所属） 佐竹竜昌 (阿蘇陸上ｸﾗﾌﾞ) 佐竹たつまさ (阿蘇陸上クラブ) 三谷けんし (熊本JAC) 三谷けんし (熊本JAC) 佐竹竜昌 (阿蘇陸上) 佐竹竜昌 (阿蘇陸上) 

小１男子１００ｍ 18.7 18.6 19.9 19.4 18.0 18.0 
名前（所属） 北里海渡 (日吉東小) 靍田康平 (ＫＵＲＳ) 石原修平 (KURS) 北里海渡 (日吉東) 北里海渡 (日吉東) 北里海渡 (日吉東) 

小２男子１００ｍ 16.3 16.4 16.1 16.4 15.6 15.6 
名前（所属） 上田大雅 (武蔵小) 上田大雅 (武蔵) 上田大雅 (武蔵) 上田大雅 (武蔵) 上田大雅 (武蔵) 上田大雅 (武蔵) 

小３男子１００ｍ 17.1 17.6 16.6 16.6 15.1 15.1 
名前（所属） 山河和也 (ﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ) 林田知也 (阿蘇陸上クラブ) 中村しん (熊本JAC) 武田士湧 (小国JRC) 宮本侑一郎 (池上) 宮本侑一郎 (池上) 

小４男子１００ｍ 15.8 15.7 16.2 16.0 15.2 15.2 
名前（所属） 山下球児 (ﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ) 石原聡一郎 (ＫＵＲＳ) 石原聡一朗 (KURS) 原野晴也 (熊本東陸上クラブ) 原野晴也 (熊本東陸上クラブ) 原野晴也 (熊本東陸上クラブ) 

小５男子１００ｍ 14.4 14.4 14.2 14.6 14.9 14.2 
名前（所属） 佐竹拳静 (阿蘇陸上ｸﾗﾌﾞ) 佐竹拳静 (阿蘇陸上クラブ) 佐竹拳静 (阿蘇陸上) 花岡和孝 (八代KAC) 上田拓弥 (武蔵) 佐竹拳静 (阿蘇陸上) 

小６男子１００ｍ 13.9 13.1 13.9 13.3 12.8 12.8 
名前（所属） 井　貴祐 (熊本JAC) 大森純也 (熊本ＪＡＣ) 福原広樹 (熊本JAC) 中村智大 (相良南) 中村智大 (相良南) 中村智大 (相良南) 

中１男子１００ｍ 12.9 12.8 13.0 12.9 12.7 12.7 
名前（所属） 原　昇太郎 (託麻) 原昇太郎 (託麻) 原昇太郎 (託麻) 原昇太郎 (託麻) 宮村大樹 (江原) 宮村大樹 (江原) 

中２男子１００ｍ 12.2 11.9 11.9 11.9 11.3 11.3 
名前（所属） 赤﨑拓真 (託麻) 赤崎拓真 (託麻) 赤崎拓真 (託麻) 赤崎拓真 (託麻) 赤崎拓真 (託麻) 赤崎拓真 (託麻) 

中３男子１００ｍ 11.6 11.7 12.0 11.1 11.5 11.1 
名前（所属） 吉岡勇人 (砥用) 豊田晃介 (山鹿) 太田淑貴 (京陵) 武田雄平 (西原) 石川健二 (阿蘇陸上クラブ) 武田雄平 (西原) 

高校男子１００ｍ 11.7 11.5 11.3 11.5 11.3 
名前（所属） 西村太宏 (第二) 湯野寛之 (熊工) 林田賢朗 (宇土) 林翔太郎 (熊本西２) 林田賢朗 (宇土) 

一般男子１００ｍ 11.3 10.8 11.5 11.1 10.8 
名前（所属） 山崎仁嗣 (熊大AC) 山下洋介 (熊大) 山崎仁嗣 (熊本AC) 橋口嵩 (熊大AC) 山下洋介 (熊大) 

小１男子８００ｍ 
名前（所属） 

小２男子８００ｍ 3:06.6 3:13.3 3:27.3 3:08.7 3:06.6 
名前（所属） 加藤純平 (かめのこきっず) 加藤純平 (かめのこきっず) 加藤純平 (かめのこきっず) 加藤純平 (かめのこきっず) 加藤純平 (かめのこきっず) 

小３男子８００ｍ 2:55.6 3:02.3 3:11.6 3:03.4 2:55.6 
名前（所属） 山河和也 (ドリームズ) 有田拡平 (大野小) 有田拡平 (大野) 有田拡平 (大野) 山河和也 (ドリームズ) 

小４男子８００ｍ 2:43.4 2:46.9 3:01.5 2:43.6 2:43.4 
名前（所属） 堤亮太 (涼風陸上クラブ) 堤亮太 (涼風陸上ク) 堤亮太 (涼風陸上クラブ) 堤亮太 (涼風陸上) 堤亮太 (涼風陸上クラブ) 

小５男子８００ｍ 2:55.3 2:35.6 2:39.3 2:44.5 2:35.6 
名前（所属） 木島庄悟 (ドリームズ) 石島一真 (不知火ＪＲＣ) 佐竹拳静 (阿蘇陸上クラブ) 西尾太起 (合志RC) 石島一真 (不知火ＪＲＣ) 

小６男子８００ｍ 2:36.5 2:26.8 2:39.3 2:30.6 2:28.0 2:26.8 
名前（所属） 原田寛也 (ドリームズ) 有田大将 (合志RC) 井上浩成 (フィロス) 有田大将 (合志RC) 有田大将 (合志RC) 有田大将 (合志RC) 

中１男子１５００ｍ 5:53.6 4:54.7 4:49.6 4:53.6 5:28.6 4:49.6 
名前（所属） 福島秀雄 (北部) 塚本正樹 (鹿南) 久保田和真 (菊陽) 久保田和真 (菊陽) 塚本敦之 (西合志南) 久保田和真 (菊陽) 

中２男子１５００ｍ 4:40.1 4:27.8 4:41.9 4:42.6 4:54.5 4:27.8 
名前（所属） 吉仲茂行 (京稜) 池田貴則 (菊水) 堀川幸助 (菊陽) 堤俊裕 (東野) 野田竜佑 (武蔵ケ丘) 池田貴則 (菊水) 

中３男子１５００ｍ 4:26.2 4:19.2 4:24.7 4:35.2 5:03.7 4:19.2 
名前（所属） 河地宏侑 (砥用) 鳥居哲弥 (北部) 松本伸之 (日吉) 永澤翔世 (日吉) 河野利貴 (江原) 鳥居哲弥 (北部) 

高校男子１５００ｍ 4:25.8 4:10.4 4:10.4 
名前（所属） 長田祐史 (ひのくに養護) 澤村栄輔 (済々黌) 澤村栄輔 (済々黌) 

一般男子１５００ｍ 4:09.0 4:35.9 5:55.1 4:09.0 
名前（所属） 久間章弘 (HEARTS) 佐藤裕次 (岡岳ＡＣ) 瀬下秀光 () 久間章弘 (HEARTS) 

中１男子３０００ｍ 10:47.8 10:47.8 
名前（所属） 清水彰紘 (力合) 清水彰紘 (力合) 

中２男子３０００ｍ 9:47.7 9:31.1 9:52.1 10:12.2 9:31.1 
名前（所属） 岡本智隼 (北部) 粟田嶺 (甲佐) 靏彰吾 (三加和) 堤　俊祐 (東野) 粟田嶺 (甲佐) 

中３男子３０００ｍ 9:53.8 8:57.5 9:30.3 9:39.9 9:56.3 8:57.5 
名前（所属） 小林大晟 (北部) 後藤崇文 (蘇陽) 靏有毅 (三加和) 橋本康明 (北部) 川畑　貴 (力合) 後藤崇文 (蘇陽) 

高校男子３０００ｍ 9:51.6 8:44.7 10:18.6 9:53.6 8:44.7 
名前（所属） 藤波大輔 (第二) 豊永智 (鎮西) 甲斐光 (翔陽) 川上　司 (済々黌１) 豊永智 (鎮西) 

一般男子３０００ｍ 8:56.4 9:19.0 10:07.3 8:56.4 
名前（所属） 森本幸司 () 荒木諭志 (熊大) 田本一了 (八代広域消防本部) 森本幸司 () 

高校男子５０００ｍ 15:41.4 16:06.6 15:51.8 15:41.4 
名前（所属） 寒川和也 (千原台) 田代宏輔 (千原台) 澤村栄輔 (済々黌１) 寒川和也 (千原台) 

一般男子５０００ｍ 15:43.3 18:46.4 16:15.7 15:43.3 
名前（所属） 荒木諭志 (熊本大学) 鶴田正和 () 田尻貴之 (オーデンAC) 荒木諭志 (熊本大学) 

小４男子４×１００ｍR 74.5 76.9 74.5 
名前（所属） 工藤川端那須松村 (託麻東A) 工藤川端那須松村 (託麻東) 工藤川端那須松村 (託麻東A) 

小５男子４×１００ｍR 67.9 67.8 67.8 
名前（所属） 井上秋野民本岩下 (託麻東A) 井上秋野松本岩下 (託麻東A) 井上秋野松本岩下 (託麻東A) 

小６男子４×１００ｍR 55.6 53.0 54.8 62.4 57.4 53.0 
名前（所属） 本田井上田福原 (熊本JAC) 井福原上田大森 (熊本JAC) 井福原上田本田 (熊本JAC) 木子菊永徳永田口 (託麻東A) 福原本田井大森 (熊本JAC) 井福原上田大森 (熊本JAC) 

中学男子４×１００ｍR 49.8 47.6 49.9 49.0 52.1 47.6 
名前（所属） 中野徳山松本太田 (京稜) 松原橋本和久田遠山 (文徳) 上村林門田古川 (力合A) 松本近藤倉永渡邉 (北郷) 徳永門田内田古川 (力合) 松原橋本和久田遠山 (文徳) 

高校男子４×１００ｍR 44.2 44.3 44.2 
名前（所属） 竹下笠松福本山部 (熊工D.T) 栗崎本田林田福永 (宇土) 竹下笠松福本山部 (熊工D.T) 

一般男子４×１００ｍR 45.6 45.6 
名前（所属） 長田春田山崎伊藤 (伊藤旅館) 長田春田山崎伊藤 (伊藤旅館) 

小３男子走幅跳 28.2 27.5 28.2 
名前（所属） 林田知也 (阿蘇陸上クラブ) 林田知也 (阿蘇陸上) 林田知也 (阿蘇陸上クラブ) 

小４男子走幅跳 29.0 2.90 
名前（所属） 高松拓臣 (健軍) 高松拓臣 (健軍) 

小５男子走幅跳 32.6 24.8 3.26 
名前（所属） 民本楓真 (託麻東) 豊福勇紀 (健軍) 民本楓真 (託麻東) 

小６男子走幅跳 38.5 39.6 41.8 4.18 
名前（所属） 小坂拓也 (阿蘇陸上クラブ) 小坂拓也 (阿蘇陸上クラブ) 齋藤誠志郎 (木倉) 齋藤誠志郎 (木倉)



中１男子走幅跳 47.7 4.77 
名前（所属） 松田佳大 (鏡) 松田佳大 (鏡) 

中２男子走幅跳 41.6 42.2 49.0 39.9 4.90 
名前（所属） 岩井將悟 (日吉) 前田有弥 (京陵) 安達知喜 (人吉二) 緒方兼太郎 (京陵) 安達知喜 (人吉二) 

中３男子走幅跳 51.5 5.15 
名前（所属） 高田恭汰 (熊西原) 高田恭汰 (熊西原) 

高校男子走幅跳 59.9 53.2 5.99 
名前（所属） 東崎徹 (宇土) 工藤亮一 (済々黌) 東崎徹 (宇土) 

一般男子走幅跳 66.4 67.0 60.9 63.5 6.70 
名前（所属） 橋口嵩 (熊本陸協) 橋口嵩 (熊本陸協) 橋口嵩 (熊本陸協) 橋口嵩 (熊大AC) 橋口嵩 (熊本陸協) 

中１男子砲丸投 57.8 5.78 
名前（所属） 松本和也 (日吉) 松本和也 (日吉) 

中２男子砲丸投 99.5 76.3 76.9 1:03.9 88.9 10.39 
名前（所属） 溝口大将 (あさぎり町立上) 甲斐佑希 (力合) 甲斐佑希 (力合) 溝口大将 (あさぎり町立上) 甲斐佑希 (力合) 溝口大将 (あさぎり町立上) 

中３男子砲丸投 1:02.4 1:05.7 1:00.9 1:12.1 1:03.2 11.21 
名前（所属） 上村匡志 (力合) 上村匡志 (力合) 上村匡志 (力合) 城戸隆成 (阿蘇西原) 上村匡志 (力合) 城戸隆成 (阿蘇西原) 

高校男子砲丸投 93.7 99.9 9.99 
名前（所属） 池上隆介 (熊工) 梅林洋 (必由館) 梅林洋 (必由館) 

一般男子砲丸投 

名前（所属）



平成18年度記録会年間1位選手一覧【女子】 
205回 206回 207回 208回 209回 年間一位 

６歳未満女子１００ｍ 24.5 23.3 30.9 21.3 21.3 
名前（所属） 増永ひとみ (Ｒ．Ｆ．Ｃ) 西山祥代 (RFC) 松田寿々 (植木中央幼稚園) 井　紅葉 (山本保育園) 井　紅葉 (山本保育園) 

小１女子１００ｍ 20.3 18.5 19.8 18.1 18.3 18.1 
名前（所属） 栗屋野乃花 (大野) 白木佑弥 (KURS) 小野姫伽 (なし) 白木佑弥 (KURS) 小野姫伽 (阿蘇陸上クラブ) 白木佑弥 (KURS) 

小２女子１００ｍ 18.5 20.1 18.8 17.9 17.4 17.4 
名前（所属） 花岡聖佳 (八代KAC) 増永さくら (Ｒ．Ｆ．Ｃ) 花岡聖佳 (八代KAC) 花岡聖佳 (八代KAC) 花岡聖佳 (八代KAC) 花岡聖佳 (八代KAC) 

小３女子１００ｍ 18.2 17.9 17.8 15.9 16.6 15.9 
名前（所属） 隈元まみ (KURS) 隈元まみ (KURS) 西山文菜 (RFC) 小坂真未 (熊大公開講座) 横田実紀 (池上) 小坂真未 (熊大公開講座) 

小４女子１００ｍ 16.5 15.9 15.9 15.3 15.2 15.2 
名前（所属） 小坂真未 (阿蘇陸上クラブ) 野口真未 (熊本JAC) 野口真未 (熊本JAC) 野口真美 (熊本ＪＡＣ) 小坂真未 (阿蘇陸上クラブ) 小坂真未 (阿蘇陸上クラブ) 

小５女子１００ｍ 15.4 14.6 14.6 13.8 14.0 13.8 
名前（所属） 原　未代子 (熊本JAC) 野林祐実 (熊本東陸上クラブ) 野林祐実 (熊本東) 野林祐実 (熊本東陸上クラブ) 野林祐実 (熊本東陸上クラブ) 野林祐実 (熊本東陸上クラブ) 

小６女子１００ｍ 14.6 14.3 13.6 14.3 13.6 13.6 
名前（所属） 吉永静香 (八代KAC) 藤野桃衣 (熊本JAC) 西浦青空 (KURS) 藤野桃衣 (熊本ＪＡＣ) 田端莉乃 (KURS) 西浦青空 (KURS) 

中１女子１００ｍ 14.5 13.4 13.3 13.1 13.1 13.1 
名前（所属） 藤岡絵里奈 (東野) 小柳文香 (出水南) 平野敦子 (八代一) 平野敦子 (八代一) 平野敦子 (八代第一) 平野敦子 (八代一) 

中２女子１００ｍ 13.3 13.1 13.2 13.5 13.1 13.1 
名前（所属） 米田茉由 (西原) 木村友香 (北部) 米田茉由 (西原) 木村友香 (北部) 林田理紗子 (阿蘇陸上) 木村友香 (北部) 

中３女子１００ｍ 13.5 12.9 13.8 13.6 13.5 12.9 
名前（所属） 池田　愛 (武蔵ヶ丘) 江藤早苗 (大津) 大塚嘉澄 (阿蘇北) 石川紋名 (菊鹿) 大塚嘉澄 (阿蘇北) 江藤早苗 (大津) 

高校女子１００ｍ 14.1 13.4 13.1 13.8 13.8 13.1 
名前（所属） 大塚　望 (第二) 森友里恵 (熊本商) 森友里恵 (熊商) 原田陽子 (八代東) 大塚沙織 (熊本北) 森友里恵 (熊商) 

一般女子１００ｍ 

名前（所属） 
小１女子８００ｍ 3:53.6 3:50.3 3:38.0 3:38.0 

名前（所属） 中村世愛 (KURS) 東新菜 (熊本東陸上) 中村世愛 (KURS) 中村世愛 (KURS) 
小２女子８００ｍ 3:40.9 3:23.2 3:24.5 3:23.2 

名前（所属） 甲斐菜々子 (合志RC) 秋山奈津紀 (八代KAC) 秋山奈津紀 (八代KAC) 秋山奈津紀 (八代KAC) 
小３女子８００ｍ 3:01.6 3:37.6 3:16.4 3:13.4 3:01.6 

名前（所属） 橋本香蓮 (不知火JRC) 東あれん (熊本東陸上) 吉野双葉 (小国JRC) 西山文菜 (RFC) 橋本香蓮 (不知火JRC) 
小４女子８００ｍ 3:00.1 3:18.5 3:10.3 3:00.1 

名前（所属） 林田明日香 (不知火JRC) 甲斐春香 (合志RC) 寺尾香音 (合志RC) 林田明日香 (不知火JRC) 
小５女子８００ｍ 2:49.0 2:39.2 2:43.4 2:43.2 2:43.9 2:39.2 

名前（所属） 松尾知枝 (ドリームズ) 松江香奈 (不知火JRC) 白木有紀 (KURS) 加藤みちる (かめのこきっず) 加藤みちる (かめのこきっず) 松江香奈 (不知火JRC) 
小６女子８００ｍ 2:45.3 2:40.3 2:50.0 2:42.8 2:39.5 2:39.5 

名前（所属） 阪本　和 (桜井小) 上村佳代 (不知火JRC) 秋山祐里佳 (八代KAC) 秋山祐里佳 (八代KAC) 秋山祐里佳 (八代KAC) 秋山祐里佳 (八代KAC) 
中１女子８００ｍ 2:45.9 2:36.9 2:41.4 2:28.7 2:28.7 

名前（所属） 奥村優花 (北部) 奥村優花 (北部) 大野かおり (長嶺) 角崎友香 (尚絅) 角崎友香 (尚絅) 
中２女子８００ｍ 2:32.9 2:24.4 2:32.6 2:18.4 2:37.3 2:18.4 

名前（所属） 鬼塚梨沙 (東野) 山辺藍梨 (蘇陽) 岡島茜 (長嶺) 丸山萌 (武蔵ヶ丘) 佐藤ゆり恵 (阿蘇陸上) 丸山萌 (武蔵ヶ丘) 
中３女子８００ｍ 2:28.9 2:21.6 2:26.4 2:26.5 2:21.6 

名前（所属） 黒川美花 (楠) 池田絵里香 (北部) 井芹有希 (菊陽) 井芹有希 (菊陽) 池田絵里香 (北部) 
高校女子８００ｍ 2:22.2 2:19.1 2:35.2 2:19.1 

名前（所属） 小野彩織 (熊本中央) 小野彩織 (熊本中央) 酒井悠里 (熊本商業) 小野彩織 (熊本中央) 
一般女子８００ｍ 2:29.2 2:29.2 

名前（所属） 三山郁恵 (熊本大学) 三山郁恵 (熊本大学) 
中１女子１５００ｍ 5:44.8 5:02.4 5:02.8 4:58.4 5:08.6 4:58.4 

名前（所属） 伊東　栞 (阿蘇陸上ｸﾗﾌﾞ) 角崎友香 (尚絅) 角崎友香 (尚絅) 奥村優花 (北部) 丸山美侑 (武蔵ヶ丘) 奥村優花 (北部) 
中２女子１５００ｍ 5:08.6 5:23.4 5:12.7 5:12.0 4:45.6 4:45.6 

名前（所属） 竹原真実 (北部) 長菜奈美 (大分 右京) 竹原真美 (北部) 橋本康代 (北部) 丸山　萌 (武蔵ヶ丘) 丸山　萌 (武蔵ヶ丘) 
中３女子１５００ｍ 4:57.1 5:02.8 4:58.8 4:54.8 4:48.6 4:48.6 

名前（所属） 森口佳央里 (上) 西紗緒梨 (力合) 西沙織梨 (力合) 森口佳央里 (上) 神田琴美 (武蔵ヶ丘) 神田琴美 (武蔵ヶ丘) 
高校女子１５００ｍ 4:47.0 5:07.3 6:11.0 4:47.0 

名前（所属） 前崎友香 (尚絅) 岡亜里沙 (尚絅) 山内みどり (熊本農) 前崎友香 (尚絅) 
一般女子１５００ｍ 4:54.5 4:54.5 

名前（所属） 前田淳子 (ﾎﾝﾀﾞ開発) 前田淳子 (ﾎﾝﾀﾞ開発) 
高校女子３０００ｍ 9:56.3 10:06.4 9:56.3 

名前（所属） 山田彩友実 (千原台) 岡村由布子 (熊農) 山田彩友実 (千原台) 
一般女子３０００ｍ 

名前（所属） 
小４女子４×１００ｍR 70.7 71.7 64.9 64.9 

名前（所属） 田中佐藤宮田飯田 (託麻東B) 宮田田中佐藤飯田 (託麻東) 石﨑上田一野口 (熊本JAC) 石﨑上田一野口 (熊本JAC) 
小５女子４×１００ｍR 70.3 69.8 61.1 61.1 

名前（所属） 鞭馬植竹和田高井 (託麻東A) 鞭馬松尾高井植竹 (託麻東) 小柳高浜内山原 (熊本JAC) 小柳高浜内山原 (熊本JAC) 
小６女子４×１００ｍR 62.3 56.5 57.5 56.6 56.5 

名前（所属） 坂本北森内山瀧下 (託麻東A) 上田藤野赤崎池上 (熊本JAC) 原藤野赤﨑岩切 (熊本JAC) 坂本田端二殿西浦 (KURS) 上田藤野赤崎池上 (熊本JAC) 
中学女子４×１００ｍR 55.3 51.2 55.3 54.8 53.4 51.2 

名前（所属） 臼間入江鎌田米田 (西原) 大田黒開斉藤若杉 (山鹿A) 吉野阿部西小林 (長嶺) 宮原宮崎森口森 (上) 坂田塚本佐藤山部 (阿蘇陸上クラブ) 大田黒開斉藤若杉 (山鹿A) 
高校女子４×１００ｍR 50.6 51.4 50.6 

名前（所属） 森小山地原松間 (熊商A) 森地原石本松間 (熊本商業) 森小山地原松間 (熊商A) 
一般女子４×１００ｍR 

名前（所属） 
小３女子走幅跳 

名前（所属） 
小４女子走幅跳 2.86 3.20 3.14 3.20 

名前（所属） 小坂真未 (阿蘇陸上クラブ) 小坂真未 (阿蘇陸上) 小坂真美 (阿蘇陸上クラブ) 小坂真未 (阿蘇陸上) 
小５女子走幅跳 3.68 3.51 3.42 3.24 3.68 

名前（所属） 小柳千華 (熊本JAC) 堺凛 (大牟田ジュニア陸上) 小柳千華 (熊本JAC) 小坂真未 (阿蘇陸上) 小柳千華 (熊本JAC) 
小６女子走幅跳 2.47 4.00 3.82 4.00 

名前（所属） 永田麻美 (託麻東) 瀬口舞 (山鹿クラブ) 小柳千華 (熊本JAC) 瀬口舞 (山鹿クラブ)



中１女子走幅跳 4.64 4.44 3.14 4.64 
名前（所属） 坂本侑加 (菊池南) 阪本侑加 (菊池南) 舞永沙希 (木倉) 坂本侑加 (菊池南) 

中２女子走幅跳 4.86 4.21 4.77 4.86 
名前（所属） 坂田理紗子 (阿蘇陸上クラブ) 松永栞 (大分 右京) 坂田理沙子 (阿蘇陸上クラブ) 坂田理紗子 (阿蘇陸上クラブ) 

中３女子走幅跳 4.05 4.50 4.03 4.88 4.88 
名前（所属） 田村菜美 (大津北) 後藤早紀 (菊池南) 小西香織 (日吉) 坂田理紗子 (阿蘇陸上) 坂田理紗子 (阿蘇陸上) 

高校女子走幅跳 

名前（所属） 
一般女子走幅跳 

名前（所属） 
中１女子砲丸投 

名前（所属） 
中２女子砲丸投 8.89 8.35 8.89 

名前（所属） 甲斐雅美 (蘇陽) 堤千帆 (人吉二) 甲斐雅美 (蘇陽) 
中３女子砲丸投 9.64 10.70 10.41 10.27 10.70 

名前（所属） 中村有希 (力合) 中村有希 (力合) 中村有希 (力合) 中村有希 (力合) 中村有希 (力合) 
高校女子砲丸投 

名前（所属） 
一般女子砲丸投 10.38 10.38 

名前（所属） 山木彩 (熊本市陸協) 山木彩 (熊本市陸協)
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