
平成19年度記録会年間1位選手一覧【男子】 
２１０回 ２１１回 ２１２回 ２１３回 歴代記録 

６歳未満男子１００ｍ 19.1 18.4 22.3 18.4 
名前（所属） 栗屋大夢 (馬見原保育園) 栗屋大夢 (馬見原保育園) 吉村洋希 (ルーテル学院) 栗屋大夢 (馬見原保育園) 

小１男子１００ｍ 19.2 18.2 17.8 17.4 17.4 16.8 
名前（所属） 西りょうたろう (KURS) 三谷建士 (熊本ＪＡＣ) 三谷健士 (熊本JAC) 三谷健士 (熊本JAC) 三谷健士 (熊本JAC) 

小２男子１００ｍ 17.6 17.7 17.1 17.6 17.1 15.6 
名前（所属） 北里海渡 (日吉東) 後藤拓真 (ＫＵＲＳ) 後藤拓真 (KURS) 北里海渡 (日吉東) 後藤拓真 (KURS) 

小３男子１００ｍ 15.5 15.7 17.4 15.0 15.0 15.0 
名前（所属） 上田大雅 (武蔵) 岡本唯聖 (八代ＫＡＣ) 靏田康幸 (KURS) 幸村康平 (八代KAC) 幸村康平 (八代KAC) 

小４男子１００ｍ 15.2 15.1 15.5 15.0 15.0 14.3 
名前（所属） 宮本佑一郎 (池上) 宮本侑一郎 (池上) 武田士湧 (小国JRC) 益崎大暉 (KURS) 益崎大暉 (KURS) 

小５男子１００ｍ 14.6 14.1 14.7 14.8 14.1 13.2 
名前（所属） 前田悠希 (やまが総合スポーツクラブ) 前田悠希 (やまが総合) 原野晴也 (熊本東陸上クラブ) 原野晴也 (熊本東陸上クラブ) 前田悠希 (やまが総合) 

小６男子１００ｍ 13.8 13.6 13.6 13.9 13.6 12.5 
名前（所属） 坂井駿 (熊本JAC) 佐竹拳静 (阿蘇陸上クラブ) 坂井駿 (熊本JAC) 坂井駿 (熊本JAC) 佐竹拳静 (阿蘇陸上クラブ) 

中１男子１００ｍ 13.3 12.9 12.6 13.1 12.6 12.4 
名前（所属） 新坂上遼 (御船) 新坂上遼 (御船) 川上泰明 (豊野) 田中宥人 (錦ヶ丘) 川上泰明 (豊野) 

中２男子１００ｍ 12.2 11.9 11.6 11.7 11.6 11.3 
名前（所属） 原昇太郎 (託痲) 原田大史 (桜木) 原田大央 (桜木) 松本武洋 (鹿南) 原田大央 (桜木) 

中３男子１００ｍ 11.7 11.3 11.7 11.4 11.3 11.1 
名前（所属） 道添公彦 (御船) 赤崎拓真 (託麻) 松永啓志郎 (菊地南) 赤崎拓真 (託麻) 赤崎拓真 (託麻) 

高校男子１００ｍ 12.1 11.5 12.2 11.5 11.1 
名前（所属） 高岡晃 (必由館) 工藤智生 (熊本中央) 米本透 (宇土) 工藤智生 (熊本中央) 

一般男子１００ｍ 11.2 11.6 11.7 12.2 11.2 10.7 
名前（所属） 江里口貴志 (県立大) 春田大輔 (熊大ＡＣ) 浅井俊介 (熊大) 森敦 (こどもLECセンター) 江里口貴志 (県立大) 

小１男子８００ｍ 3:15.2 
名前（所属） 

小２男子８００ｍ 3:12.3 3:25.8 3:04.4 3:04.4 3:06.6 
名前（所属） 田尻悠成 (不知火JRC) 西遼太郎 (KURS) 田尻悠成 (不知火JRC) 田尻悠成 (不知火JRC) 新記録 

小３男子８００ｍ 2:51.2 3:00.4 2:57.1 2:51.4 2:51.2 2:41.4 
名前（所属） 中川達哉 (不知火JRC) 加藤純平 (かめのこきっず) 加藤純平 (かめのこきっず) 中川達也 (不知火JRC) 中川達哉 (不知火JRC) 

小４男子８００ｍ 3:05.6 2:40.5 2:38.4 2:38.2 2:38.2 2:39.2 
名前（所属） 可徳慎哉 (合志RC) 寺田龍覇 (田川ＲＣ) 寺田龍覇 (田川RC) 寺田龍覇 (田川RC) 寺田龍覇 (田川RC) 新記録 

小５男子８００ｍ 2:35.8 2:33.0 2:33.3 2:35.4 2:33.0 2:29.0 
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 (涼風クラブ) 堤亮太 (すず風陸上クラブ) 堤亮太 (涼風陸上ク) 

小６男子８００ｍ 2:43.1 2:33.4 2:33.6 2:26.8 2:26.8 2:26.8 
名前（所属） 栗原裕幸 (砂取) 渡辺竣介 (渡辺ＡＦ) 寺田雄輝 (田川RC) 石島一真 (不知火JRC) 石島一真 (不知火JRC) 

中１男子１５００ｍ 4:44.0 4:48.2 4:46.9 4:43.0 4:43.0 4:31.0 
名前（所属） バーク・マッケンズィー (九学) 吉田克 (鏡) 高島和也 (西合志南) 吉田克 (鏡) 吉田克 (鏡) 

中２男子１５００ｍ 4:37.8 4:26.5 4:29.8 4:31.9 4:26.5 4:20.6 
名前（所属） 久保田和真 (菊陽) 久保田和真 (菊陽) 久保田和真 (菊陽) 吉田匡佑 (鏡) 久保田和真 (菊陽) 

中３男子１５００ｍ 4:23.1 4:23.1 4:27.4 4:32.1 4:23.1 4:15.2 
名前（所属） 赤星貴晃 (豊野) 赤星貴晃 (豊野) 堀川幸助 (菊陽) 西田眞琴 (出水) 赤星貴晃 (豊野) 

高校男子１５００ｍ 4:11.2 4:17.0 4:13.1 4:48.2 4:11.2 4:02.2 
名前（所属） 武田侑馬 (九学) 石原直也 (学園大附) 中尾行雲 (中央) 高木孝弘 (翔陽) 武田侑馬 (九学) 

一般男子１５００ｍ 4:14.1 4:56.4 4:21.8 4:45.7 4:14.1 4:05.2 
名前（所属） 井上伸孝 (オーデンAC) 村崎勇一 (熊商陸上部OB) 長友一泰 (HEARTS) 吉村文長 (熊本陸協) 井上伸孝 (オーデンAC) 

中１男子３０００ｍ 9:57.2 9:57.2 9:49.8 
名前（所属） 鶴田翔大 (錦ヶ丘) 鶴田翔大 (錦ヶ丘) 

中２男子３０００ｍ 9:43.2 9:43.2 9:21.2 
名前（所属） 園田隼人 (大津北) 園田隼人 (大津北) 

中３男子３０００ｍ 10:41.9 9:18.2 9:28.3 9:57.6 9:18.2 8:57.5 
名前（所属） 宮本龍二 (菊池南) 岡本智隼 (北部) 岡本智隼 (北部) 鶴崎健太 (託麻) 岡本智隼 (北部) 

高校男子３０００ｍ 8:42.1 10:20.3 9:29.2 9:33.4 8:42.1 8:32.4 
名前（所属） 小山裕樹 (九学) 時田陽平 (学園大附) 久井原　柾 (熊本中央) 寺嶋良貴 (翔陽) 小山裕樹 (九学) 

一般男子３０００ｍ 9:02.8 9:16.0 9:44.0 9:16.8 9:02.8 8:40.9 
名前（所属） 大場祐哉 (NEC九州) 長友一泰 (HEARTS) 長友一泰 (HEARTS) 田尻貴之 (オーデンAC) 大場祐哉 (NEC九州) 

高校男子５０００ｍ 15:19.2 15:40.6 15:19.2 15:05.2 
名前（所属） 蓮池龍顕 (国府) 大津顕杜 (千原台) 蓮池龍顕 (国府) 

一般男子５０００ｍ 15:31.8 16:52.3 15:31.8 15:07.1 
名前（所属） 椎森渉 (鮮ど市場) 木下功史 (竜北倶楽部) 椎森渉 (鮮ど市場) 

小４男子４×１００ｍR 59.7 
名前（所属） 

小５男子４×１００ｍR 58.3 
名前（所属） 

小６男子４×１００ｍR 55.1 54.8 54.8 52.5 
名前（所属） 坂井吉田上野中川 (熊本JAC) 坂井吉田戸田上野 (熊本JAC) 坂井吉田戸田上野 (熊本JAC 

中学男子４×１００ｍR 48.0 45.8 46.8 44.6 44.6 47.6 
名前（所属） 黒岩道添北山藤本 (御船) 上原徳重早田福永 (人吉第一) 瀬原宮原溝口岡本 (上) 松本松本赤崎富田 (熊本選抜チーム３年) 松本松本赤崎富田 (熊本選抜 新記録 

高校男子４×１００ｍR 48.3 48.3 
名前（所属） 堤吉村太田黒武藤 (菊地) 堤吉村太田黒武藤 (菊地) 

一般男子４×１００ｍR 

名前（所属） 
小３男子走幅跳 3.56 

名前（所属） 
小４男子走幅跳 2.17 2.34 2.79 2.79 3.92 

名前（所属） 平塚大祐 (ＫＵＲＳ) 坂崎凌 (KURS) 坂崎凌 (KURS) 坂崎凌 (KURS) 
小５男子走幅跳 26.3 2.63 4.61 

名前（所属） 福屋龍太郎 (西原) 福屋龍太郎 (西原) 
小６男子走幅跳 3.51 3.45 4.34 4.34 4.86 

年間一位



名前（所属） 古庄桂大 (阿蘇陸上クラブ) 田中瑞馬 (佐伊津) 冨士田武留 (小川) 冨士田武留 (小川) 
中１男子走幅跳 4.34 4.55 4.55 5.22 

名前（所属） 伊集院康平 (橘) 松本祐太 (白水) 松本祐太 (白水) 
中２男子走幅跳 5.97 5.97 5.48 

名前（所属） 本多隆成 (今津) 本多隆成 (今津) 新記録 
中３男子走幅跳 4.73 5.18 5.24 5.84 5.84 6.04 

名前（所属） 徳永貴文 (力合) 園田和央 (長嶺) 川上真人 (菊陽) 八丁弘樹 (錦ヶ丘) 八丁弘樹 (錦ヶ丘) 
高校男子走幅跳 6.15 6.69 5.78 6.69 6.66 

名前（所属） 四倉慧 (八代高専) 本田一平 (中央) 松崎淳一 (熊本北) 本田一平 (中央) 新記録 
一般男子走幅跳 6.89 

名前（所属） 
中１男子砲丸投 4.72 4.72 11.59 

名前（所属） 宮本康生 (嘉島) 宮本康生 (嘉島) 
中２男子砲丸投 8.41 8.41 13.37 

名前（所属） 松本和也 (日吉) 松本和也 (日吉) 
中３男子砲丸投 9.44 9.70 10.90 10.76 10.90 12.10 

名前（所属） 甲斐佑希 (力合) 山田競一 (北部) 山田競一 (北部) 山田競一 (北部) 山田競一 (北部) 
高校男子砲丸投 11.01 11.01 12.18 

名前（所属） 坂田英次 (熊本中央) 坂田英次 (熊本中央) 
一般男子砲丸投 11.00 

名前（所属）



平成19年度記録会年間1位選手一覧【女子】 
２１０回 ２１１回 ２１２回 ２１３回 歴代記録 

６歳未満女子１００ｍ 25.5 25.1 25.1 
名前（所属） 沢田しおん (タートルズ) 国中りんか (アリス保育園) 国中りんか (アリス保育園) 

小１女子１００ｍ 20.2 22.9 20.2 19.8 19.8 18.1 
名前（所属） 松江志保 (不知火JRC) 有田葉那 (向山小) 井紅葉 (山本) 松江志保 (不知火JRC) 松江志保 (不知火JRC) 

小２女子１００ｍ 16.8 17.6 16.7 17.2 16.7 16.6 
名前（所属） 白木佑弥 (KURS) 小野姫伽 (阿蘇陸上クラブ) 白木佑弥 (KURS) 白木佑弥 (KURS) 白木佑弥 (KURS) 

小３女子１００ｍ 16.3 17.2 17.3 16.7 16.3 15.4 
名前（所属） 山下莉佳 (熊本JAC) 坂井恵 (熊本JAC) 坂井恵 (熊本JAC) 河津美里 (KURS) 山下莉佳 (熊本JAC) 

小４女子１００ｍ 16.5 15.8 17.5 16.1 15.8 14.7 
名前（所属） 森絵理子 (楠) 森恵理子 (楠小) 隈元まみ (KURS) 福田佳乃子 (熊本JAC) 森恵理子 (楠小) 

小５女子１００ｍ 15.0 14.5 14.0 14.2 14.0 13.8 
名前（所属） 平田りえ (熊本JAC) 平田りえ (熊本JAC) 平田莉恵 (熊本JAC) 平田莉恵 (熊本JAC) 平田莉恵 (熊本JAC) 

小６女子１００ｍ 13.4 13.5 13.0 13.8 13.0 13.1 
名前（所属） 野林祐実 (熊本東陸上) 野林祐実 (熊本東陸上クラブ) 野林祐実 (熊本東陸上クラブ) 幸村香奈 (八代KAC) 野林祐実 (熊本東陸上クラブ) 新記録 

中１女子１００ｍ 13.3 13.5 13.7 13.8 13.3 13.1 
名前（所属） 金田杏奈 (山鹿) 田端莉乃 (西原) 岩切志織 (帯山) 田端莉乃 (KURS) 金田杏奈 (山鹿) 

中２女子１００ｍ 13.3 12.7 13.3 13.7 12.7 13.0 
名前（所属） 阪本侑加 (菊池南) 佐竹春南 (南小国) 椎葉水萌 (上) 日迫明香 (北部) 佐竹春南 (南小国) 新記録 

中３女子１００ｍ 13.2 13.2 13.2 13.8 13.2 12.6 
名前（所属） 若杉恵里香 (山鹿) 塚本亮子 (一の宮) 児玉成美 (西合志) 木村友香 (北部) 若杉恵里香 (山鹿) 

高校女子１００ｍ 14.1 13.7 13.7 12.8 
名前（所属） 荒木美聡 (学園大附) 吉村早織 (宇土) 吉村早織 (宇土) 

一般女子１００ｍ 12.7 
名前（所属） 

小１女子８００ｍ 3:26.8 
名前（所属） 

小２女子８００ｍ 3:27.2 3:17.6 3:38.1 3:25.1 3:17.6 3:10.4 
名前（所属） 中田理菜 (不知火JRC) 中村世愛 (KURS) 飯沼こころ (小国JRC) 中田理奈 (不知火JRC) 中村世愛 (KURS) 

小３女子８００ｍ 3:24.0 3:00.8 2:53.1 2:52.1 2:52.1 2:52.1 
名前（所属） 甲斐菜々子 (合志RC) 寺田凛 (田川RC) 寺田凜 (田川RC) 寺田凜 (田川RC) 寺田凜 (田川RC) 

小４女子８００ｍ 2:59.3 3:03.1 2:53.4 2:53.4 2:56.8 
名前（所属） 橋本香蓮 (不知火JRC) 飯沼みのり (小国JRC) 橋本香蓮 (不知火JRC) 橋本香蓮 (不知火JRC) 新記録 

小５女子８００ｍ 2:49.5 2:54.3 2:43.4 2:51.4 2:43.4 2:32.9 
名前（所属） 天川眞瑚 (不知火JRC) 石橋奈津美 (阿蘇陸上クラブ) 中尾舞香 (本城陸上クラブ) 一紋野女 (熊本JAC) 中尾舞香 (本城陸上クラブ) 

小６女子８００ｍ 2:34.5 2:38.0 2:34.5 2:33.1 2:33.1 2:32.3 
名前（所属） 加藤みちる (かめのこきっず) 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) 松江香奈 (不知火JRC) 

中１女子８００ｍ 2:31.8 2:38.2 2:30.2 2:39.4 2:30.2 2:28.5 
名前（所属） 橋本美穂 (北部) 福島理奈 (嘉島) 神田真奈美 (武蔵ヶ丘) 猿渡幸枝 (東野) 神田真奈美 (武蔵ヶ丘) 

中２女子８００ｍ 2:24.9 2:23.3 2:25.3 2:31.1 2:23.3 2:18.4 
名前（所属） 佐藤梨咲子 (泗水) 角崎友香 (尚絅) 清水紗礼 (出水) 清水紗礼 (出水) 角崎友香 (尚絅) 

中３女子８００ｍ 2:26.5 2:30.8 2:14.9 2:43.7 2:14.9 2:19.7 
名前（所属） 竹原真実 (北部) 内田実果 (菊池南) 丸山萌 (武蔵ヶ丘) 瀬上千尋 (西合志南) 丸山萌 (武蔵ヶ丘) 新記録 

高校女子８００ｍ 2:24.3 2:23.3 2:23.3 2:15.4 
名前（所属） 亀尾安奈 (熊本商業) 林実穂 (学園大付属) 林実穂 (学園大付属) 

一般女子８００ｍ 2:19.9 2:24.7 2:19.9 
名前（所属） 野村みや (熊本大) 高畠美紀 (熊本大) 野村みや (熊本大) 

中１女子１５００ｍ 5:11.4 5:23.1 5:43.3 5:11.4 4:54.2 
名前（所属） 橋本美穂 (北部) 岡村千咲 (北部) 林田真季 (出水) 橋本美穂 (北部) 

中２女子１５００ｍ 5:37.9 5:06.7 5:08.1 5:06.7 4:42.8 
名前（所属） 猪島千聡 (帯山) 佐藤梨咲子 (泗水) 渡辺好美 (泗水) 佐藤梨咲子 (泗水) 

中３女子１５００ｍ 5:14.5 4:55.9 4:57.7 4:55.9 4:45.8 
名前（所属） 中川香織 (菊池南) 安谷沙矢 (北部) 安谷沙矢 (北部) 安谷沙矢 (北部) 

高校女子１５００ｍ 4:56.1 4:53.1 4:52.1 4:52.1 4:32.3 
名前（所属） 横山由衣 (熊本商業) 前崎友香 (尚絅) 水田涼子 (中央) 水田涼子 (中央) 

一般女子１５００ｍ 4:49.1 
名前（所属） 

高校女子３０００ｍ 10:04.9 10:02.0 9:59.5 9:59.5 9:56.3 
名前（所属） 池田絵里香 (千原台) 井上智世 (千原台) 松岡南 (中央) 松岡南 (中央) 

一般女子３０００ｍ 9:58.8 
名前（所属） 

小４女子４×１００ｍR 61.5 
名前（所属） 

小５女子４×１００ｍR 62.1 62.1 57.7 
名前（所属） 一野口石崎平田 (熊本JAC) 一野口石崎平田 (熊本JAC) 

小６女子４×１００ｍR 56.3 56.2 56.6 56.0 56.0 55.1 
名前（所属） 宮本原高浜平田 (熊本JAC) 高浜原宮木平田 (熊本JAC) 高浜原未宮本平田 (熊本JAC) 高濱原宮本平田 (熊本JAC) 高濱原宮本平田 (熊本JAC) 

中学女子４×１００ｍR 52.0 46.2 53.1 49.0 46.2 50.5 
名前（所属） 本山若杉斉藤太田里 (山鹿) 三池坂上東迫 (菊池南B) 小佐々鬼塚川上藤岡 (東野A) 金田平野山下頼藤 (熊本選抜) 三池坂上東迫 (菊池南B) 新記録 

高校女子４×１００ｍR 52.6 52.6 50.6 
名前（所属） 田口吉村浦山米岡 (宇土) 田口吉村浦山米岡 (宇土) 

一般女子４×１００ｍR 50.0 
名前（所属） 

小３女子走幅跳 2.05 2.05 3.21 
名前（所属） 田中みのぶ (佐伊津（参考記録　小１）) 田中みのぶ (佐伊津（参考記録　小１）) 

小４女子走幅跳 3.96 
名前（所属） 

小５女子走幅跳 3.51 3.67 3.60 3.67 4.18 
名前（所属） 沢田玲香 (あさぎりジュニア) 小坂真未 (阿蘇陸上クラブ) 中原早貴 (隈府) 小坂真未 (阿蘇陸上クラブ) 

小６女子走幅跳 3.98 4.15 4.04 3.41 4.15 4.58 

年間一位



名前（所属） 小柳千華 (熊本JAC) 小柳千華 (熊本JAC) 小柳千華 (熊本JAC) 古閑千尋 (小川) 小柳千華 (熊本JAC) 
中１女子走幅跳 3.56 3.84 3.88 3.88 4.64 

名前（所属） 太田小咲稀 (菊地南) 大田小咲稀 (菊池南) 太田小咲稀 (菊地南) 太田小咲稀 (菊地南) 
中２女子走幅跳 4.68 4.73 4.71 3.25 4.73 4.92 

名前（所属） 坂本侑加 (菊地南) 阪本侑加 (菊池南) 阪本侑加 (菊池南) 有村春香 (日吉) 阪本侑加 (菊池南) 
中３女子走幅跳 4.68 4.31 3.99 4.68 5.49 

名前（所属） 森川結加 (西合志) 芦刈優莉春 (東町) 森本真由 (日吉) 森川結加 (西合志) 
高校女子走幅跳 5.20 

名前（所属） 
一般女子走幅跳 2.51 2.51 5.18 

名前（所属） 後藤博子 () 後藤博子 () 
中１女子砲丸投 5.57 6.55 6.53 6.55 6.83 

名前（所属） 中島美喜 (菊池南) 市原芙莉菜 (一の宮) 上野彩華 (力合) 市原芙莉菜 (一の宮) 
中２女子砲丸投 10.44 8.78 6.33 10.44 10.64 

名前（所属） 甲斐采 (白水) 中山美咲 (豊野) 原田美智子 (出水) 甲斐采 (白水) 
中３女子砲丸投 6.66 7.90 9.52 9.52 11.48 

名前（所属） 寺守望 (御船) 村上友梨 (一の宮) 満田天恵 (力合) 満田天恵 (力合) 
高校女子砲丸投 7.26 

名前（所属） 
一般女子砲丸投 

名前（所属）


