
熊本市第64回中長距離選手権大会 場所：熊本市水前寺競技場 審 判 長：川上　明生 

（兼　都道府県対抗駅伝大会　熊本予選会） 期日：平成23年１１月26日（土） 記録主任：北野　宏政 

主催：熊本市陸上競技協会　熊本日日新聞社 

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 
１０００ｍ小学 田尻　悠成(6) 3:03.73 酒田　翔太郎(6) 3:11.62 山下　大志(6) 3:12.22 今村　香月(6) 3:12.56 柴田　漱士(6) 3:15.18 河崎　竜哉(4) 3:16.77 古川　智巳(6) 3:17.88 吉良　大樹(6) 3:18.28 

不知火JRC 不知火JRC ＫＵＲＳ チーム武蔵 チーム武蔵 不知火JRC ＫＵＲＳ 不知火JRC 
３０００ｍ中学 廣末　卓(3) 8:56.89 洲崎　遥平(3) 8:59.18 中川　翔太(2) 9:02.73 小野　伽仁(3) 9:05.60 森下　史崇(3) 9:06.73 坂口　徹(3) 9:07.84 鶴田　剛士(3) 9:08.18 新井　賢太朗(2) 9:08.61 

湯前中 本渡中 不知火中 阿蘇北中 不知火中 八代第四中 三角中 山鹿中 
３０００ｍ高校 豊田　賢人(1) 9:51.99 

熊本千原台高 
５０００ｍ高校 久保田　和真(3) 13:59.16 宮上　翔太(3) 14:10.28 前田　直人(3) 14:32.14 南　俊輔(3) 14:33.17 渡邊　一磨(3) 14:34.55 池崎　元気(3) 14:34.56 中神　恒也(2) 14:34.99 東　遊馬(1) 14:36.81 

九州学院 NKR 九州学院 熊本国府髙 九州学院 九州学院 九州学院 九州学院 熊本国府髙 
３０００ｍ大学･一般 鬼塚　啓佑(2) 9:35.04 鎌田　恵(2) 10:09.93 上田　輝(1) 10:15.11 高尾　俊光(2) 13:27.14 

崇城大 崇城大 崇城大 崇城大 
５０００ｍ大学･一般 豊後　拓也 15:08.46 藤本　和秀 15:08.74 緒方　卓思 15:11.93 鶴田　祐樹 15:18.62 倉田　大吾 15:21.21 三輪　翔太郎(3) 15:21.30 荒木　一孝 15:32.94 荒木　諭志 15:34.11 

第４２普通科連隊 西臼杵陸協 ＪＮＣ 第４２普通科連隊 新栄合板 学園大 第４２普通科連隊 熊本市消防局 
３０００ｍ40歳以上 吉村　文長(44) 10:16.07 西田　光宏 10:26.21 岡山　真一(54) 10:40.85 

熊本陸協 Esperanza 菊鹿走友会 
８００ｍ小学 西村　鈴菜(6) 2:38.93 中村　世愛(6) 2:41.18 田浦　英理歌(6) 2:45.65 本明　愛梨(5) 2:47.40 高濱　葵(5) 2:50.49 松江　志保(5) 2:53.58 元主　文(5) 2:54.68 上林　由佳(6) 2:56.12 

山鹿よねだＲＣ ＫＵＲＳ 不知火JRC 松高陸上クラブ K.WINGS.AC 不知火JRC K.WINGS.AC チーム武蔵 
１５００ｍ中学 小山　璃子(1) 4:58.41 大野　遥香(1) 4:58.42 鬼塚　菜摘(3) 5:08.51 澤渡　穂乃香(2) 5:10.18 岩田　麗(2) 5:12.39 杉本 結以(3) 5:13.35 林田　早織(2) 5:15.71 山村　莉生(1) 5:17.68 

宇土鶴城中 熊本西原中 熊本西原中 宇土鶴城中 人吉二中 水俣二中 帯山中 宇土鶴城中 
３０００ｍ中学 中川　京香(2) 10:18.28 吉野　双葉(2) 10:19.67 古川　夏海(2) 10:23.66 若杉　夏希(2) 10:25.90 坂本　彩香(2) 10:27.56 園田　実綺子(2) 10:29.15 秋山　祐妃(1) 10:32.13 永山　南有(3) 10:32.87 

矢部中 小国中 山鹿中 山鹿中 熊本西原中 本渡中 江南中 人吉二中 
３０００ｍ高校 田中彩夏(1) 10:14.06 浦川佳奈(1) 10:14.08 吉田　優香(2) 10:15.52 井口　麻里菜(1) 10:23.07 大橋瑛里奈(1) 10:25.31 園田　麻衣(1) 10:26.65 松江香奈(1) 10:31.85 萩尾　由莉香(1) 10:36.13 

熊本千原台高 熊本千原台高 文徳高 開新高 熊本千原台高 熊本国府髙 熊本千原台高 有明高 
３０００ｍ大学･一般 林　実穂(3) 10:17.89 坂本　つゆか 10:18.78 江頭　佑実(1) 10:48.62 平田　晴香(2) 10:52.89 西山寛華(1) 11:13.21 木村　美貴(3) 11:14.43 

熊本大学 肥後銀行 熊本大学 熊本大学 熊本大学 熊本大学 
５０００ｍ高校 田中　花英(2) 16:43.67 甲斐　彩華(1) 16:48.84 高橋知歩(1) 16:51.30 村岡　実生(2) 16:52.55 加藤みちる(1) 17:04.85 辻　笑(1) 17:11.31 甲斐暖菜(3) 17:13.63 上村　舞(3) 17:14.54 

（都道府県駅伝予選） 熊本信愛高 有明高 熊本千原台高 文徳高 熊本千原台高 文徳高 熊本千原台高 熊本信愛高 
５０００ｍ大学･一般 蓮池　杏奈 16:15.28 工藤　しずか 16:21.08 西　真衣香(1) 16:21.83 野田　沙織 16:38.66 

肥後銀行 肥後銀行 城西大 大阪学園大 
NKR：県高校新記録 
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