
平成21年度記録会年間1位選手一覧 
２１８回 ２１９回 ２２０回 ２２１回 年間一位 歴代記録 

６歳未満男子１００ｍ 18.7 27.9 18.9 18.9 18.7 
名前（所属） 森田希夢 (八代AC) 上村海晴 (タートルズ) 森田希夢 (八代ＫＡＣ) 森田希夢 (高田あけぼの保育園) 森田希夢 (八代AC) 

小１男子１００ｍ 19.1 20.4 18.4 19.6 18.4 
名前（所属） 津田啓史 (水俣第１) 井上功基 (熊本南リトルリーグ) 津田啓史 (水俣第一) 中山　敬 (JAC) 津田啓史 (水俣第一) 

小２男子１００ｍ 16.7 17.6 16.2 16.1 16.1 
名前（所属） 栗屋大夢 (大野小) 米田太陽 (豊田クラブ) 栗屋大夢 (大野) 栗屋大夢 (大野) 栗屋大夢 (大野) 

小３男子１００ｍ 16.0 16.7 17.1 16.1 16.0 
名前（所属） 三谷健士 (熊本JAC) 平野陽大 (熊本南リトルリーグ) 上村太陽 (タートルズ) 三谷健士 (熊本JAC) 三谷健士 (熊本JAC) 

小４男子１００ｍ 15.7 16.0 16.3 15.5 15.5 
名前（所属） 中島祥吾 (KURS) 中島祥吾 (KURS) 中島祥吾 (KURS) 中島祥吾 (KURS) 中島祥吾 (KURS) 

小５男子１００ｍ 13.6 13.7 15.1 14.5 13.6 
名前（所属） 上田大雅 (KURC) 上田大雅 (KURS) 緒方惇之介 (熊本東陸上) 緒方惇之介 (熊本東陸上) 上田大雅 (KURC) 

小６男子１００ｍ 13.4 13.9 14.6 13.9 13.4 
名前（所属） 武田士湧 (小国JRC) 乃川一樹 (KURS) 及川一樹 (KURS) 田上啓太 (熊本JAC) 武田士湧 (小国JRC) 

中１男子１００ｍ 12.7 12.6 12.2 12.5 12.2 
名前（所属） 加藤大和 (西合志南) 加藤大和 (KURS) 本郷陽一朗 (人吉一) 小夏崇史 (KURS) 本郷陽一朗 (人吉一) 

中２男子１００ｍ 12.0 12.3 11.9 12.3 11.9 
名前（所属） 上野涼 (熊本西原) 村尾太一 (長嶺) 佐竹拳静 (南小国) 今村拓哉 (北部) 佐竹拳静 (南小国) 

中３男子１００ｍ 11.8 12.1 11.3 11.7 11.3 
名前（所属） 黒田健斗 (山鹿) 桐原誠 (KURS) 富田尊博 (植木北) 濱田裕成 (八代四) 富田尊博 (植木北) 

高校男子１００ｍ 11.6 11.8 11.5 11.5 
名前（所属） 福富世那 (東陵) 栗木宏樹 (東稜) 牛嶋拓斗 (熊農) 牛嶋拓斗 (熊農) 

一般男子１００ｍ 11.5 11.0 11.2 11.1 11.0 
名前（所属） 河澄佑輝人 () 岩本慎一郎 (肥後銀行) 鳥越健太 (長崎大医) 鳥越健太 (長崎大) 岩本慎一郎 (肥後銀行) 

小１男子８００ｍ 
名前（所属） 

小２男子８００ｍ 2:55.2 2:53.9 2:54.0 3:17.6 2:53.9 
名前（所属） 河崎竜哉 (不知火JRC) 河崎竜哉 (不知火JRC) 河崎竜成 (不知火ＪＲＣ) 甲斐裕介 (アスリートクラブこうし) 河崎竜哉 (不知火JRC) 

小３男子８００ｍ 2:52.4 2:51.3 3:06.0 3:03.1 2:51.3 
名前（所属） 髙津浩揮 (阿蘇陸上クラブ) 高津浩揮 (阿蘇陸上) 浦川大樹 (春竹) 山下　駿 (御船) 高津浩揮 (阿蘇陸上) 

小４男子８００ｍ 2:44.7 3:01.0 2:46.0 2:48.7 2:44.7 
名前（所属） 田尻悠成 (不知火JRC) 今村香月 (ﾁｰﾑ武蔵) 田尻悠成 (不知火ＪＲＣ) 今村香月 (チーム武蔵) 田尻悠成 (不知火JRC) 

小５男子８００ｍ 2:38.0 2:39.9 2:42.0 2:47.2 2:38.0 
名前（所属） 加藤純平 (かめのこきっず) 中川達哉 (不知火JRC) 加藤純平 (かめのこきっず) 本多大輔 (力合) 加藤純平 (かめのこきっず) 

小６男子８００ｍ 2:24.6 2:29.9 2:25.0 2:22.3 2:22.3 
名前（所属） 古山倫太郎 (山鹿総合) 小山倫太朗 (やまが総合) 古山倫太朗 (やまが総合) 古山倫太郎 (やまが総合) 古山倫太郎 (やまが総合) 

中１男子１５００ｍ 4:35.5 4:39.4 4:35.0 4:32.4 4:32.4 
名前（所属） 堤亮太 (涼風クラブ) 永野伽仁 (阿蘇北) 堤亮太 (帯山) 堤　亮太 (帯山) 堤　亮太 (帯山) 

中２男子１５００ｍ 4:24.9 4:27.0 4:32.0 4:47.4 4:24.9 
名前（所属） 幸村亮太 (山鹿総合) 幸村亮太 (やまが総合) 山川竜生 (不知火) 宮本侑一郎 (西合志南) 幸村亮太 (山鹿総合)



中３男子１５００ｍ 4:21.8 4:23.1 4:19.0 4:31.1 4:19.0 
名前（所属） 遠山史也 (甲佐) 阿南祐樹 (武蔵ヶ丘) 坂本　新 (西合志南) 下田幸美 (西合志南) 坂本　新 (西合志南) 

高校男子１５００ｍ 4:18.0 4:20.0 4:19.7 4:37.9 4:18.0 
名前（所属） 青木智彦 (第二) 青木智彦 (第二) 青木智彦 (第二) 杉本裕一郎 (熊本農業) 青木智彦 (第二) 

一般男子１５００ｍ 4:24.4 4:20.3 4:18.9 4:18.9 
名前（所属） 河野大樹 (熊本学園大) 若山博隆 (長崎大医) 若山博隆 (長崎大医学部) 若山博隆 (長崎大医学部) 

中１男子３０００ｍ 

名前（所属） 
中２男子３０００ｍ 10:46.4 11:11.7 9:19.7 9:36.9 9:19.7 

名前（所属） 上月翔 (長嶺) 池上良紀 (北部) 石島一真 (不知火) 垂水　隆 (北部) 石島一真 (不知火) 
中３男子３０００ｍ 9:29.0 10:00.6 9:16.4 9:31.0 9:16.4 

名前（所属） 坂田樹紀 (北部) 木村勇貴 (北部) 原田秀哉 (益城) 坂田樹紀 (北部) 原田秀哉 (益城) 
高校男子３０００ｍ 9:12.1 9:42.5 8:53.2 9:09.9 8:53.2 

名前（所属） 宮上拓郎 (熊本中央) 池田聰 (熊本中央) 松本隆之介 (出水中央) 岡田浩一 (第二) 松本隆之介 (出水中央) 
一般男子３０００ｍ 8:47.3 9:06.8 9:10.8 10:31.3 8:47.3 

名前（所属） 大場祐哉 (ＮＥＣ，ＳＫＹ) 荒木諭志 (市消防局) 山下直樹 (御船町役場) 岡山真一 (菊鹿走友会) 大場祐哉 (ＮＥＣ，ＳＫＹ) 
高校男子５０００ｍ 15:09.7 16:12.4 16:27.9 16:37.7 15:09.7 

名前（所属） 前田顕至 (千原台) 岡田浩一 (第二) 下吹越拓也 (第二) 下吹越拓也 (第二) 前田顕至 (千原台) 
一般男子５０００ｍ 15:02.2 17:05.6 16:25.7 17:04.0 15:02.2 

名前（所属） 永田亮 (南薩東京社) 木下功史 () 二宮尚寛 (天草市) 後藤卓哉 (５地対艦) 永田亮 (南薩東京社) 
小４男子４×１００ｍR 68.5 64,4 68.5 

名前（所属） 平川荒木西平野 (熊本南ﾘﾄﾙﾘｰｸﾞ４年) 上門匠中島祥吾那須晟士朗安永大成 (KURS) 平川荒木西平野 (熊本南ﾘﾄﾙﾘｰｸﾞ４年) 

小５男子４×１００ｍR 68.9 67.9 67.9 
名前（所属） 宮本浩樹目黒愛樹坂梨球道村上和也 (南中ジュニア) 上門　匠中島　祥吾那須　晟士朗安永　大成 () 上門　匠中島　祥吾那須　晟士朗安永　大成 () 

小６男子４×１００ｍR 54.0 62.0 60.7 54.0 
名前（所属） 松本大河益崎大輝乃川一樹上田大雅 (KURS) 山岡唐崎将唐崎啓緒方 (熊本東陸上) 草野翔上妻大聖三谷勇人上妻海聖 (熊本JAC) 松本大河益崎大輝乃川一樹上田大雅 (KURS) 

中学男子４×１００ｍR 46.8 48.3 46.4 46.4 
名前（所属） 大住京平黒田健斗中山創太阿蘇品晃平 (山鹿A) 中川内藤山本優山本航 (託麻) 本郷陽一郎米村誠意北村将大富田尊博 (熊本選抜) 本郷陽一郎米村誠意北村将大富田尊博 (熊本選抜) 

高校男子４×１００ｍR 46.5 46.5 
名前（所属） 黒岩太郎福富世那坂除京亮栗木宏樹 (東陵) 黒岩太郎福富世那坂除京亮栗木宏樹 (東陵) 

一般男子４×１００ｍR 45.0 45.7 45.0 
名前（所属） 清水俊匡辻清和鳥越健太西口亮 (長崎大医) 清水俊匡辻　清和鳥越健太神山　馨 (長崎大医) 清水俊匡辻清和鳥越健太西口亮 (長崎大医) 

小３男子走幅跳 20.0 26.5 26.5 
名前（所属） 飯山晴己（2年） (ＫＵＲＳ) 川上泰生 (KURS) 川上泰生 (KURS) 

小４男子走幅跳 2.69 2.69 
名前（所属） 太田隼人 (ＫＵＲＳ) 太田隼人 (ＫＵＲＳ) 

小５男子走幅跳 35.2 31.3 37.2 3.72 
名前（所属） 沢田啓人 (人吉東) 日田智也 (阿蘇陸上クラブ) 沢田啓人 (人吉東) 沢田啓人 (人吉東) 

小６男子走幅跳 40.8 3.04 3.04 4.61 4.61 
名前（所属） 泉秀希 (力合) 塩永快太 (ＫＵＲＳ) 有江克己 (ＫＵＲＳ) 阪梨佑介 (山鹿) 阪梨佑介 (山鹿) 

中１男子走幅跳 3.62 5.14 46.2 53.1 5.31 
名前（所属） 大塚拓実 (KURS) 加藤大和 (ＫＵＲＳ) 杉本正輝 (砥用) 加藤大和 (KURS) 加藤大和 (KURS) 

中２男子走幅跳 49.3 48.4 44.7 4.14 4.93



名前（所属） 小材昇平 (泗水) 駒田勝之 (砥用) 林貴翔 (出水) 坂本銀次郎 (荒尾第一) 小材昇平 (泗水) 
中３男子走幅跳 5.60 5.33 5.79 5.79 

名前（所属） 田上友季也 (砥用) 田上友季也 (砥用) 田上友希也 (砥用) 田上友希也 (砥用) 
高校男子走幅跳 5.05 5.05 

名前（所属） 家入良太 (第二) 家入良太 (第二) 
一般男子走幅跳 64.2 57.4 65.8 66.8 6.68 

名前（所属） 橋口崇 (熊大AC) 田尻睦 (１０３ＦＨ) 橋口嵩 (熊大ＡＣ) 橋口　嵩 (熊本大AC) 橋口　嵩 (熊本大AC) 
中１男子砲丸投 

名前（所属） 
中２男子砲丸投 86.2 90.3 9.03 

名前（所属） 釣井健 (一の宮) 細川拓也 (出水) 細川拓也 (出水) 
中３男子砲丸投 6.81 6.74 10.46 10.46 

名前（所属） 荒平裕貴 (江原) 久米村明希 (北部) 西山友博 (江原) 西山友博 (江原) 
高校男子砲丸投 

名前（所属） 
一般男子砲丸投 84.9 8.49 

名前（所属） 松本祐一 (熊本市) 松本祐一 (熊本市)



平成21年度記録会年間1位選手一覧 
２１８回 ２１９回 ２２０回 ２２１回 年間一位 歴代記録 

６歳未満女子１００ｍ 23.7 22.6 20.6 21.3 20.6 
名前（所属） 浦塘貴亜依 () 上田佳奈 (太田郷幼稚園) 上田佳奈 (太田郷幼稚園) 浦塘貴亜依 (幸田保育園) 上田佳奈 (太田郷幼稚園) 

小１女子１００ｍ 17.5 17.5 17.1 21.9 17.1 
名前（所属） 櫨山ミキハ () 櫨山ミキハ (古町) 櫨山ミキハ (古町小) 永澤璃乙 (日吉) 櫨山ミキハ (古町小) 

小２女子１００ｍ 17.4 18.5 18.9 18.4 17.4 
名前（所属） 西真成美 (向山) 濱悠季菜 (楠浦陸上) 大和志帆 (熊本東陸上クラブ) 大和志帆 (熊本東陸上) 西真成美 (向山) 

小３女子１００ｍ 16.8 19.3 17.7 17.7 16.8 
名前（所属） 奥村百香 (JAC) 小島千果 (チーム武蔵) 市原月乃 (熊本JAC) 市原月乃 (熊本JAC) 奥村百香 (JAC) 

小４女子１００ｍ 15.2 16.0 16.2 16.1 15.2 
名前（所属） 森木あかり (荒尾JAC) 小野姫伽 (阿蘇陸上) 松本舞 (KURS) 栗屋野乃花 (大野) 森木あかり (荒尾JAC) 

小５女子１００ｍ 13.7 15.7 15.7 14.9 13.7 
名前（所属） 有働陽奈子 (八代KAC) 江藤真菜 (阿蘇陸上) 宮崎亜実香 (KURS) 河津美里 (KURS) 有働陽奈子 (八代KAC) 

小６女子１００ｍ 13.7 14.9 15.8 14.5 13.7 
名前（所属） 西佳織 (相良南) 福田佳乃子 (熊本JAC) 東逅棟 (熊本東陸上) 内原沙己 (山鹿) 西佳織 (相良南) 

中１女子１００ｍ 14.2 14.0 12.8 13.8 12.8 
名前（所属） 井野早那香 (一の宮) 野口真未 (北部) 福島美幸 (本渡) 野口真未 (北部) 福島美幸 (本渡) 

中２女子１００ｍ 13.6 13.4 13.5 13.4 13.4 
名前（所属） 原未代子 (託麻) 野口紗矢香 (北部) 野口紗矢香 (北部) 平田真悠 (熊本西原) 野口紗矢香 (北部) 

中３女子１００ｍ 13.1 13.2 12.9 13.0 12.9 
名前（所属） 金田杏奈 (山鹿) 岩切志織 (帯山) 吉岡茉佑子 (東町) 岩切志織 (帯山) 吉岡茉佑子 (東町) 

高校女子１００ｍ 14.0 12.4 14.3 13.4 12.4 
名前（所属） 西咲 (東陵) 宮本楓子 (熊商) 薮亜紗実 (矢部) 西　咲 (東稜) 宮本楓子 (熊商) 

一般女子１００ｍ 13.0 13.0 
名前（所属） 塩塚あかね (〈株）セルモ) 塩塚あかね (〈株）セルモ) 

小１女子８００ｍ 
名前（所属） 

小２女子８００ｍ 3:40.0 3:40.0 
名前（所属） 大塚真理子 (アスリートクラブこうし) 大塚真理子 (アスリートクラブこうし) 

小３女子８００ｍ 3:15.6 3:15.2 3:21.0 3:38.2 3:15.2 
名前（所属） 松江志保 (不知火ＪＲＣ) 松江志保 (不知火ＪＲＣ) 松江志保 (不知火JRC) 村上菜梨 (チーム武蔵) 松江志保 (不知火ＪＲＣ) 

小４女子８００ｍ 2:49.4 2:57.9 2:56.0 2:49.9 2:49.4 
名前（所属） 中村世愛 (ＫＵＲＳ) 大道志歩 (浜田ランナーズ) 大道志歩 (浜田ランナーズ) 西村鈴菜 (やまが総合) 中村世愛 (ＫＵＲＳ) 

小５女子８００ｍ 2:41.9 2:52.3 2:44.0 3:00.6 2:41.9 
名前（所属） 上野由佳 (小国ＪＲＣ) 甲斐菜々子 (アスリートクラブこうし) 井村かれん (熊本JAC) 甲斐菜々子 (アスリートクラブこうし) 上野由佳 (小国ＪＲＣ) 

小６女子８００ｍ 2:40.9 2:39.9 2:42.0 2:44.3 2:39.9 
名前（所属） 酒田美波 (不知火ＪＲＣ) 坂本彩香 (熊本東陸上) 酒田美波 (不知火JRC) 坂本彩香 (熊本東陸上) 坂本彩香 (熊本東陸上) 

中１女子８００ｍ 2:37.3 2:35.2 2:34.0 3:11.7 2:34.0 
名前（所属） 小田えみり (木山) 河田梨帆 (鹿南) 高濱真 (三角) 佐藤瑠奈 (西合志南) 高濱真 (三角) 

中２女子８００ｍ 2:25.4 2:31.7 2:32.0 2:38.3 2:25.4 
名前（所属） 加藤みちる (井芹) 熊谷理紗 (出水) 上田史穂 (北部) 伊藤満理奈 (西合志南) 加藤みちる (井芹)



中３女子８００ｍ 2:31.9 2:39.1 2:31.0 3:50.9 2:31.0 
名前（所属） 高木知世 (菊陽) 天本千南 (鹿南) 橋本美穂 (北部) 坂田弥生 (西合志南) 橋本美穂 (北部) 

高校女子８００ｍ 2:23.6 2:22.9 2:26.0 2:15.8 2:15.8 
名前（所属） 市川亜衣 (尚絅) 亀尾安奈 (熊商) 新宅麻未 (熊商) 池尻千尋 (開新) 池尻千尋 (開新) 

一般女子８００ｍ 

名前（所属） 
中１女子１５００ｍ 5:21.9 4:44.9 5:21.8 5:11.5 4:44.9 

名前（所属） 天川眞瑚 (信愛) 一紋野女 (武蔵ヶ丘) 前田結衣 (北部) 赤星　慶 (北部) 一紋野女 (武蔵ヶ丘) 
中２女子１５００ｍ 4:58.1 4:58.5 4:58.1 5:05.0 4:58.1 

名前（所属） 西杏梨 (力合) 柿原亜紀 (武蔵ヶ丘) 浦川佳奈 (三角) 増田あゆみ (北部) 西杏梨 (力合) 
中３女子１５００ｍ 4:40.3 4:45.8 5:04.5 5:37.9 4:40.3 

名前（所属） 岡村千咲 (北部) 神田真奈美 (武蔵ヶ丘) 上田未華 (三角) 船越叶愛 (北部) 岡村千咲 (北部) 
高校女子１５００ｍ 4:41.0 5:00.9 4:59.8 4:41.0 

名前（所属） 齋藤真希 (信愛) 山邉藍梨 (熊本中央) 奥村優花 (千原台) 齋藤真希 (信愛) 
一般女子１５００ｍ 5:13.0 5:13.0 

名前（所属） 國友恵美子 (黒石原養教員) 國友恵美子 (黒石原養教員) 
高校女子３０００ｍ 10:07.6 10:08.5 10:18.1 9:54.8 9:54.8 

名前（所属） 有働麗香 (千原台) 濱﨑智美 (千原台) 濱崎　智美 (千原台) 甲斐暖菜 (千原台) 甲斐暖菜 (千原台) 
一般女子３０００ｍ 10:23.6 13:16.2 10:23.6 

名前（所属） 風間友希 (熊本陸協) 瀬々井ハル子 (チームルリん子) 風間友希 (熊本陸協) 
小４女子４×１００ｍR 

名前（所属） 
小５女子４×１００ｍR 63.0 65.4 62.7 62.7 

名前（所属） 江藤真菜小野姫伽園田彩乃岩永小夏 (阿蘇陸上クラブ) 井村かれん吉村美沙市原皇子丸住朝奈 (熊本JAC) 川上奈緒吉村美沙市原皇子丸住朝奈 (熊本ＪＡＣ) 川上奈緒吉村美沙市原皇子丸住朝奈 (熊本ＪＡＣ) 

小６女子４×１００ｍR 57.3 62.3 58.7 57.3 
名前（所属） 獄本美風西純香溝口千里西香織 (相良南) 園田小野江藤西口 (阿蘇陸上) 久家あやか内原沙己桑田真子太田黒　雅 (山鹿) 獄本美風西純香溝口千里西香織 (相良南) 

中学女子４×１００ｍR 52.0 54.3 53.5 52.0 
名前（所属） 竹下葵金田杏奈吉村文香川越彩 (山鹿) 河島山田坂本手島 (出水) 高村優衣渡邊聖香渡邊晴香林田夏穂 (江原) 竹下葵金田杏奈吉村文香川越彩 (山鹿) 

高校女子４×１００ｍR 51.3 48.7 68.0 48.7 
名前（所属） 藤岡宮本大塚北野 (熊商A) 増永彩花宮本楓子永田千紘岩下加奈 (熊本商業) 山下　綾濱畑未希田中あずさ江藤山甲 (熊本聾) 増永彩花宮本楓子永田千紘岩下加奈 (熊本商業) 

一般女子４×１００ｍR 

名前（所属） 
小３女子走幅跳 2.46 1.97 24.6 

名前（所属） 岩永ちあき（小２） (阿蘇陸上クラブ) 芥川沙也 (KURS) 岩永ちあき（小２） (阿蘇陸上クラブ) 

小４女子走幅跳 3.53 3.81 2.62 3.81 
名前（所属） 森本あかり (荒尾JAC) 森木あかり (荒尾ＪＡＣ) 村上明音 (KURS) 森木あかり (荒尾ＪＡＣ) 

小５女子走幅跳 3.53 3.25 3.39 3.86 3.86 
名前（所属） 井村かれん (熊本JAC) 江藤真菜 (阿蘇陸上クラブ) 井村かれん (熊本ＪＡＣ) 吉本絵理 (荒尾JAC) 吉本絵理 (荒尾JAC) 

小６女子走幅跳 4.10 2.81 3.37 4.10 
名前（所属） 秋吉保乃加 (小国JRC) 福田佳乃子 (熊本ＪＡＣ) 川端杏佳 (健軍) 秋吉保乃加 (小国JRC) 

中１女子走幅跳 4.49 5.02 4.81 4.55 5.02 
名前（所属） 高野早紀 (長洲) 野口真未 (北部) 高野早紀 (長洲) 森木いづみ (玉名有明) 野口真未 (北部) 

中２女子走幅跳 4.83 4.32 4.11 4.79 4.83



名前（所属） 迫顕世 (菊池南) 浜田咲花 (力合) 赤城祐佳 (東町) 小柳千華 (出水南) 迫顕世 (菊池南) 
中３女子走幅跳 4.60 4.42 4.60 

名前（所属） 太田小咲稀 (菊池南) 大石楓 (力合) 太田小咲稀 (菊池南) 
高校女子走幅跳 4.73 4.86 4.80 4.69 4.86 

名前（所属） 井美月 (熊商) 井　美月 (熊商) 小島有加里 (宇土) 井　美月 (熊本商業) 井　美月 (熊商) 
一般女子走幅跳 

名前（所属） 
中１女子砲丸投 5.20 6.83 6.67 6.83 

名前（所属） 友田有香 (長洲) 永戸葉子 (帯山) 後藤瑠菜 (力合) 永戸葉子 (帯山) 
中２女子砲丸投 8.84 5.40 8.30 8.84 

名前（所属） 平野季歌 (砥用) 浦中　翠 (力合) 坂田実咲 (東町) 平野季歌 (砥用) 
中３女子砲丸投 7.71 7.51 8.64 8.64 

名前（所属） 市原茉莉奈 (一の宮) 吉津有香 (白川) 西岡朋美 (鏡) 西岡朋美 (鏡) 
高校女子砲丸投 5.54 5.54 

名前（所属） 濱畑未希 (熊本聾) 濱畑未希 (熊本聾) 
一般女子砲丸投 8.59 8.59 

名前（所属） 川島知子 (熊本市陸協) 川島知子 (熊本市陸協)
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