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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 9/3 山形　結衣星(2) 16.90/

NGRＡＩＡＣ

葦原　姫花(3) 天草倶楽部 17.80/

山田　美心(2) 天草倶楽部

堀川　夏来(2) 17.80/

倉岳クラブ

岡村　空(2) 18.10/

楠浦陸上ｸﾗﾌﾞ

岩田　アイリ(3) 19.20/

天草倶楽部

山本　萌愛(1) 19.70/

倉岳クラブ

永田　凜(3) 上天草ﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ 20.00/

村尾　桃佳(1) 楠浦陸上ｸﾗﾌﾞ

女子小
学低学

年
１００ｍ 9/3 志水　杏(5) 14.70/

ALL八代

山形　愛羽(5) 14.70/

ＡＩＡＣ

野中　恵子(6) 本渡北小 15.10/

丸山　心羽(6) 本渡北小

山下　佑菜(6) 本渡南クラブ 15.20/

德永　遥月(5) 本渡南クラブ

迫頭　亜依香(6) 15.30/

本渡南クラブ

淀川　瑠唯(6) 本渡北小 15.70/

久保　百合香(6) 本渡南クラブ

女子小
学高学
年

１００ｍ 9/3 樫山　妃和(2) 13.00/

本渡中

濱　悠季菜(3) 13.50/

稜南中

伊藤　こなみ(3) 13.60/

天草倶楽部

川端　あゆみ(3) 13.80/

本渡中

内﨑　愛奈(3) 14.00/

河浦中

田浦　ひなた(2) 14.10/

本渡中

西垣　佳純(3) 牛深中 14.30/

岩本　禎子(2) 本渡中

女子中
学

１００ｍ 9/3 大久保　春佳(2) 13.50/

天草高

中澤　侑奈(1) 14.10/

牛深高

山田　幸穂 14.30/

Delightful

木場　愛海里(1) 14.40/

天草高

濱　いち子 14.60/

ATFC

山下　裕性(1) 14.70/

天草高

山下　真美 14.80/

ATFC

白??　舞(1) 16.10/

マリスト

女子共
通

８００ｍ 9/3 上村　愛香(6)  2:35.70

NGRＫＵＲＳ

上田　香菜(5)  2:46.70

不知火JRC

坂井　颯夏(4)  2:51.90

三角ＲＣ

山下　華那(4)  2:52.40

楠浦陸上ｸﾗﾌﾞ

玉田　有梨沙(4)  2:55.10

楠浦陸上ｸﾗﾌﾞ

田中　環和(5)  2:55.20

不知火JRC

田中　那歩(4)  3:02.50

不知火JRC

小川　愛未(6)  3:06.90

本渡南クラブ

女子小
学高学

年
８００ｍ 9/3 奥田　あゆ(3)  2:26.30

本渡中

山道　晴菜(2)  2:30.80

倉岳中

松本　佳子(2)  2:31.80

有明中

益田　真美(2)  2:32.10

本渡中

田中　芹菜(3)  2:33.80

本渡中

森　真叶(2)  2:34.00

阿蘇中

古川　怜奈(2)  2:35.70

倉岳中

吉田　瑠依(2)  2:36.50

牛深東中

１５００ｍ 9/3 尾方　唯莉(2)  4:54.40

相良中

野嶋　千里(2)  5:00.20

有明ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ

戸北　葉月(3)  5:03.20

稜南中

池田　沙琴(2)  5:09.40

倉岳中

長元　夏帆(1)  5:17.10

稜南中

山下　七海(2)  5:18.00

天草工高

山口　茜奈(1)  5:18.90

天草高

山川　祐佳(1)  5:21.20

有明ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ

女子共
通

１００ｍ 9/3 合澤　玄斗(3) 16.00/

NGR西合志東小

志水　秀宇(3) 16.50/

ALL八代

中道　孝士郎(3) 大津南小 16.90/

芹川　将大(3) 天草倶楽部

古川　湧麻(3) 倉岳クラブ 17.20/

森下　輝乃助(3) 天草倶楽部

荒木　琥太朗(3) 倉岳クラブ 17.50/

小副川　海翔(3) 新和陸上ｸﾗﾌﾞ

男子小
学低学

年
１００ｍ 9/3 松下　翔(6) 12.70/

NGR本渡北小

福冨　叶都(6) 13.20/

田迎西小

原田　泰佑(6) 14.20/

凛々館AC

毛利　陽(6) 14.50/

本渡北小

宮﨑　隆央(6) 14.60/

本渡南クラブ

小田　幹大(6) 14.70/

新和陸上ｸﾗﾌﾞ

森島　晃英(5) 14.80/

松島陸上

岩下　史穏(5) 14.90/

本渡北小

男子小
学高学

年
１００ｍ 9/3 岩﨑　克真(2) 牛深東中 11.50/

磯部　優斗(3) 龍ヶ岳中 =GR

山本　伸哉(3) 11.60/

本渡中

大塚　裕登(3) 11.80/

相良中

橋本　光世(3) 11.90/

龍ヶ岳中

中川　慶一(3) 本渡中 12.10/

園田　琉斗(3) 本渡中

岩永　教宏(2) 本渡中 12.30/

福島　海心(3) 本渡東中

山下　行則(3) 牛深中

江川　輝琉亜(2) 牛深中

男子中
学

１００ｍ 9/3 野田　直宏 11.10/

熊本陸協

岩本　浩哉(2) 11.50/

天草高

森　孝文 11.60/

牛深高

福本　暁人(3) 11.90/

牛深高

中村　一樹 MaedaAC 12.00/

村上　貴哉(1) 牛深高

梶原　星哉 熊本陸協

山下　天也(1) 12.00/

天草高

男子共
通

８００ｍ 9/3 山下　泰生(6)  2:32.10

本渡南クラブ

田上　夏衣(5)  2:36.50

NGR山鹿小

瀬戸口　一行(6)  2:37.20

楠浦陸上ｸﾗﾌﾞ

平山　敬大(6)  2:39.80

新和陸上ｸﾗﾌﾞ

志村　翔汰(6)  2:42.50

上天草ﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ

木下　永太(6)  2:43.30

三角ＲＣ

山崎　龍斗(5)  2:43.60

新和陸上ｸﾗﾌﾞ

上村　海晴(5)  2:45.40

タートルズ

男子小
学高学

年
１５００ｍ 9/3 田中　泰世(3)  4:29.80

新和中

宇左美　恭平(3)  4:30.20

牛深中

田中　正章  4:31.20

TFAT

寺澤　匠(3)  4:31.60

有明中

小林　大晟(3)  4:33.40

本渡中

濵田　翔暉(3)  4:33.70

本渡中

沼田　曜(3)  4:34.50

牛深高

伊藤　裕哉(3)  4:37.00

本渡東中

３０００ｍ 9/3 藤岡　賢蔵(3)  8:40.50

NGR千原台高

児玉　朋大(3)  8:41.10

NGR千原台高

福住　賢翔(3)  8:46.90

千原台高

福島　匠吾(2)  8:47.50

千原台高

古川　隼(1)  8:47.80

千原台高

村田　海晟(1)  8:48.40

千原台高

新田　颯(1)  8:58.40

千原台高

西崎　智也(3)  8:59.40

鎮西高

男子共
通

凡例（NGR:大会新記録/ =GR:大会ﾀｲ記録）


