
平成20年度記録会年間1位選手一覧【男子】 
２１４回 ２１５回 ２１６回 ２１７回 歴代記録 

６歳未満男子１００ｍ 23.2 22.3 22.8 21.1 21.1 
名前（所属） 荒井悠斗 (阿蘇陸上) 荒井悠斗 (阿蘇陸上) 徳永翔 (五丁保育園) 荒井悠斗 (阿蘇陸上) 荒井悠斗 (阿蘇陸上) 

小１男子１００ｍ 18.0 18.3 17.0 16.8 16.8 16.8 
名前（所属） 栗屋大夢 (大野小) 吉村洋希 (熊本ＪＡＣ) 栗屋大夢 (大野) 栗屋大夢 (大野) 栗屋大夢 (大野) 

小２男子１００ｍ 16.8 17.7 17.4 16.2 16.2 15.6 
名前（所属） 三谷健士 (熊本JAC) 綾晃平 (ＲＦＣ) 浦塘勝莉 (出水南) 三谷健士 (熊本ＪＡＣ) 三谷健士 (熊本ＪＡＣ) 

小３男子１００ｍ 16.6 16.3 16.9 16.1 16.1 15.0 
名前（所属） 田中大介 (KURS) 後藤拓真 (ＫＵＲＳ) 唐崎啓志 (熊本東) 寺林叶立 (木倉) 寺林叶立 (木倉) 

小４男子１００ｍ 14.8 14.7 14.7 14.6 14.6 14.3 
名前（所属） 上田大雅 (KURS) 上田大雅 (ＫＵＲＳ) 上田大雅 (KURS) 岡本唯聖 (八代ＫＡＣ) 岡本唯聖 (八代ＫＡＣ) 

小５男子１００ｍ 14.7 14.7 14.4 14.7 14.4 13.2 
名前（所属） 深見一生 (熊本JAC) 有働典弘 (荒尾JAC) 有働典弘 (荒尾JAC) 廣田翔栄 (熊本ＪＡＣ) 有働典弘 (荒尾JAC) 

小６男子１００ｍ 13.8 13.5 13.6 13.5 13.5 12.5 
名前（所属） 福田悠太郎 (熊本ＪAC) 福田祐大 (熊本JAC) 福田祐大 (熊本JAC ) 新島楓 (熊本ＪＡＣ) 福田祐大 (熊本JAC) 

中１男子１００ｍ 12.8 13.1 12.4 12.6 12.4 12.4 
名前（所属） 星子達也 (米野岳) 金田隆希 (山鹿) 竹田有輝 (八代四) 坂井駿 (江原) 竹田有輝 (八代四) 

中２男子１００ｍ 12.2 11.9 12.3 12.2 11.9 11.3 
名前（所属） 杉村達哉 (嘉島) 原　翔太 (松原) 濱田祐成 (八代四) 西川大悟 (ＫＵＲＳ) 原　翔太 (松原) 

中３男子１００ｍ 11.6 11.4 11.4 11.8 11.4 11.1 
名前（所属） 宮村大樹 (江原) 宮村大樹 (江原) 松本武洋 (鹿南) 末永涼 (託麻) 宮村大樹 (江原) 

高校男子１００ｍ 11.4 11.8 12.4 11.7 11.4 11.1 
名前（所属） 松原裕太 (中央) 内田大一朗 (熊本農業) 中村漱志 (熊本聾学校) 河澄輝人 (熊本聾) 松原裕太 (中央) 

一般男子１００ｍ 10.9 11.8 11.4 11.3 10.9 10.7 
名前（所属） 和田尚士 (熊大) 春田大輔 (熊大ＡＣ) 鳥越健太 (長崎大学医学部) 和田尚士 (熊本大) 和田尚士 (熊大) 

小１男子８００ｍ 3:15.2 
名前（所属） 

小２男子８００ｍ 3:03.3 3:03.3 3:04.4 
名前（所属） 髙津浩揮 (阿蘇陸上) 髙津浩揮 (阿蘇陸上) 新記録 

小３男子８００ｍ 2:53.0 2:52.8 2:50.0 2:50.0 2:41.4 
名前（所属） 田尻悠成 (不知火JRC) 田尻悠成 (不知火ＪＲＣ) 酒田翔太郎 (不知火ＪＲＣ) 酒田翔太郎 (不知火ＪＲＣ) 

小４男子８００ｍ 2:39.6 2:43.5 2:47.0 2:45.3 2:39.6 2:38.2 
名前（所属） 中川達哉 (不知火JRC) 加藤純平 (かめのこきっず) 中川達哉 (不知火ＪＲＣ) 髙津康頌 (阿蘇陸上) 中川達哉 (不知火JRC) 

小５男子８００ｍ 2:55.8 2:50.3 2:34.8 3:13.1 2:34.8 2:29.0 
名前（所属） 緒方亜聖 (不知火JRC) 井上拓実 (荒尾JAC) 寺田龍覇 (田川ＲＣ) 唐崎将太 (熊本東陸上) 寺田龍覇 (田川ＲＣ) 

小６男子８００ｍ 2:26.4 2:23.7 2:25.2 2:23.3 2:23.3 2:26.8 
名前（所属） 堤亮太 (涼風陸上クラブ) 堤　涼太 (涼風陸上) 堤亮太 (涼風) 堤亮太 (涼風陸上) 堤亮太 (涼風陸上) 新記録 

中１男子１５００ｍ 4:48.8 4:44.4 4:50.7 4:55.9 4:44.4 4:31.0 
名前（所属） 幸村亮太 (米野岳) 石島一真 (不知火) 徳永涼 (北部) 池田大公 (鏡) 石島一真 (不知火) 

中２男子１５００ｍ 4:30.1 4:30.2 4:31.5 4:37.0 4:30.1 4:20.6 
名前（所属） 坂本新 (西合志南) 坂本新 (西合志南) 高橋満 (御船) 坂本　新 (西合志南) 坂本新 (西合志南) 

中３男子１５００ｍ 4:16.7 4:52.4 4:18.1 4:52.4 4:16.7 4:15.2 
名前（所属） 久保田和真 (菊陽) 内田哲平 (北部) 松永匡史 (御船) 水野琢耶 (玉東) 久保田和真 (菊陽) 

高校男子１５００ｍ 4:11.4 4:24.4 4:11.4 4:02.2 
名前（所属） 宮地智博 (文徳) 三池広樹 (熊本農) 宮地智博 (文徳) 

一般男子１５００ｍ 4:12.2 4:24.7 4:26.9 4:12.2 4:05.2 
名前（所属） 荒木諭志 (熊本市消防局) 倉内雅比古 (熊本陸協) 西村賢二 () 荒木諭志 (熊本市消防局) 

中１男子３０００ｍ 9:46.4 10:54.5 9:57.5 10:18.1 9:46.4 9:49.8 
名前（所属） 石島一真 (不知火) 志賀俊亮 (一の宮) 石島一真 (不知火) 徳永　涼 (北部) 石島一真 (不知火) 新記録 

中２男子３０００ｍ 9:48.1 11:19.0 9:40.6 9:44.6 9:40.6 9:21.2 
名前（所属） 坂田樹紀 (北部) 山口駿介 (東町) 大手敬史 (上) 坂田樹紀 (北部) 大手敬史 (上) 

中３男子３０００ｍ 9:30.0 10:26.0 9:13.1 9:50.2 9:13.1 8:57.5 
名前（所属） 清水彰紘 (力合) 古場隆行 (託麻) 久保田和真 (菊陽) 荒田賢弘 (玉東) 久保田和真 (菊陽) 

高校男子３０００ｍ 8:44.2 9:05.6 9:35.2 8:44.2 8:32.4 
名前（所属） 中林裕貴 (熊工) 前田慎吾 (熊本農) 岡田浩一 (第二) 中林裕貴 (熊工) 

一般男子３０００ｍ 9:21.4 9:09.3 9:12.5 9:09.3 8:40.9 
名前（所属） 倉内雅比古 (熊本陸協) 荒木諭志 (熊本市消防局) 正木潤 (８特連) 荒木諭志 (熊本市消防局) 

高校男子５０００ｍ 14:51.9 15:41.7 15:44.6 14:51.9 15:05.2 
名前（所属） 小山裕樹 (九学) 内尾行雲 (熊本中央) 平山浩二 (天草消防) 小山裕樹 (九学) 新記録 

一般男子５０００ｍ 15:14.0 15:26.0 15:26.3 15:14.0 15:07.1 
名前（所属） 萩﨑悟 (北熊本４２連隊) 永野雅裕 (八代消防) 永安省吾 (SAC) 萩﨑悟 (北熊本４２連隊) 

小４男子４×１００ｍR 68.8 71.2 68.8 59.7 
名前（所属） 堤岡崎坂梨村上 (南中ジュニア) 上蔀大渕緒方中村 (学研ランナーズ) 堤岡崎坂梨村上 (南中ジュニア) 

小５男子４×１００ｍR 59.5 59.5 58.3 
名前（所属） 原口深見山口廣田 (熊本ＪＡＣ) 原口深見山口廣田 (熊本ＪＡＣ) 

小６男子４×１００ｍR 53.9 62.9 61.6 57.4 53.9 52.5 
名前（所属） 長尾福田新島古賀 (熊本JRC) 緒方唐崎唐崎原野 (熊本東陸上) 緒方唐崎将唐崎啓原野 (熊本東) 谷口靏田増田加藤 (ＫＵＲＳ) 長尾福田新島古賀 (熊本JRC) 

中学男子４×１００ｍR 47.1 46.4 44.8 46.1 44.8 44.6 
名前（所属） 緒方新坂上宮本北山 (御船) 杉本山本磯辺宮村 (江原3年) 竹田白丸米村松本 (熊本選抜) 池田原村上末永 (託麻Ａ) 竹田白丸米村松本 (熊本選抜) 

高校男子４×１００ｍR 46.6 46.6 
名前（所属） 本田穐田和田河澄 (熊本聾) 本田穐田和田河澄 (熊本聾) 

一般男子４×１００ｍR 45.8 45.0 45.0 
名前（所属） 和田岡田篠原春田 (熊本大) 白石鳥越清水辻 (長崎大学医学部) 白石鳥越清水辻 (長崎大学医学部) 

小３男子走幅跳 28.4 30.9 30.3 28.2 30.9 3.56 
名前（所属） 西遼太郎 (KURS) 後藤拓真 (ＫＵＲＳ) 唐崎啓志 (熊本東) 唐崎啓志 (熊本東陸上) 後藤拓真 (ＫＵＲＳ) 

小４男子走幅跳 30.7 3.32 3.32 3.92 
名前（所属） 柏野澪 (KURS) 石原頌也 (ＫＵＲＳ) 石原頌也 (ＫＵＲＳ) 

小５男子走幅跳 37.8 33.2 3.78 4.61 
名前（所属） 有働典弘 (荒尾ＪＡＣ) 甲斐友博 (健軍) 有働典弘 (荒尾ＪＡＣ) 

小６男子走幅跳 36.6 4.00 4.00 4.86 

年間一位



名前（所属） 恒松大樹 (KURS) 加藤大知 (ＫＵＲＳ) 加藤大知 (ＫＵＲＳ) 
中１男子走幅跳 5.10 5.02 5.10 5.22 

名前（所属） 坂田銀次郎 (荒尾第二) 坂田銀次郎 (荒尾市万田) 坂田銀次郎 (荒尾第二) 
中２男子走幅跳 51.6 51.1 5.16 5.97 

名前（所属） 田上友季也 (砥用) 田上友季也 (砥用) 田上友季也 (砥用) 
中３男子走幅跳 5.24 5.12 5.55 4.55 5.55 6.04 

名前（所属） 杉本雄介 (砥用) 緒方拓哉 (阿・西原) 竹林風 (白川) 矢野雄貴 (出水) 竹林風 (白川) 
高校男子走幅跳 5.51 4.97 48.1 5.51 6.69 

名前（所属） 守山潤 (中央) 家入良二 (第二) 家入良太 (第二) 守山潤 (中央) 
一般男子走幅跳 67.5 67.2 61.2 6.75 6.89 

名前（所属） 橋口嵩 (熊本ＡＣ) 岩本慎一郎 (肥後銀行) 伊東良祐 (阿蘇陸上) 橋口嵩 (熊本ＡＣ) 
中１男子砲丸投 6.58 54.1 6.58 11.59 

名前（所属） 釣井　健 (一の宮) 津志田真矢 (熊本西原) 釣井　健 (一の宮) 
中２男子砲丸投 64.1 5.27 82.7 8.27 13.37 

名前（所属） 西山友博 (江原) 荒平裕貴 (江原) 小島郡 (竜南) 小島郡 (竜南) 
中３男子砲丸投 10.08 10.11 7.80 10.11 12.10 

名前（所属） 村上祐紀 (阿蘇西原) 上村啓輔 (不知火) 松岡　謙 (熊本聾) 上村啓輔 (不知火) 
高校男子砲丸投 7.62 7.62 12.18 

名前（所属） 中村漱志 (熊本聾) 中村漱志 (熊本聾) 
一般男子砲丸投 1:15.3 11.53 11.00 

名前（所属） 村上諒 (熊本大) 村上諒 (熊本大) 新記録



平成20年度記録会年間1位選手一覧【女子】 
２１４回 ２１５回 ２１６回 ２１７回 歴代記録 

６歳未満女子１００ｍ 23.8 23.7 21.9 21.9 
名前（所属） 寺本有里香 (水俣さわらび幼稚園) 寺本有里香 (水俣さわらび幼稚園) 寺本有里香 (水俣さわらび幼稚園) 寺本有里香 (水俣さわらび幼稚園) 

小１女子１００ｍ 19.8 20.2 21.2 19.6 19.6 18.1 
名前（所属） 村里恵梨衣 (RSC) 岩永ちあき (阿蘇陸上) 鎌田侑希 (月出) 大和志帆 (熊本東) 大和志帆 (熊本東) 

小２女子１００ｍ 18.2 19.0 18.6 18.2 18.2 16.6 
名前（所属） 西美帆 (相良南) 松江志保 (不知火) 中村日香理 (熊本大学講座) 西　美帆 (相良南) 西美帆 (相良南) 

小３女子１００ｍ 16.6 16.1 16.2 16.1 16.1 15.4 
名前（所属） 森木あかり (荒尾JAC) 森木あかり (荒尾ＪＡＣ) 森木あかり (荒尾JAC) 森木あかり (荒尾JAC) 森木あかり (荒尾ＪＡＣ) 

小４女子１００ｍ 14.7 14.9 16.8 14.3 14.3 14.7 
名前（所属） 有働陽奈子 (八代KAC) 有働陽奈子 (八代ＫＡＣ) 清水茜 (KURS) 有働陽奈子 (八代KAC) 有働陽奈子 (八代KAC) 新記録 

小５女子１００ｍ 14.2 15.0 16.1 14.8 14.2 13.8 
名前（所属） 西香織 (相良南) 福田由紀子 (熊本ＪＡＣ) 隈田まみ (KURS) 西　香織 (相良南) 西香織 (相良南) 

小６女子１００ｍ 13.7 13.9 13.7 13.7 13.7 13.0 
名前（所属） 平田莉恵 (熊本JAC) 松平瑞紀 (あさぎりＪｒ　) 平田莉恵 (熊本JAC) 平田莉恵 (熊本JAC) 平田莉恵 (熊本JAC) 

中１女子１００ｍ 13.5 12.7 12.5 13.6 12.5 13.1 
名前（所属） 平田真悠 (西原) 野林祐実 (桜木) 野林祐実 (桜木) 原　美代子 (託麻) 野林祐実 (桜木) 新記録 

中２女子１００ｍ 13.3 13.0 13.2 13.2 13.0 12.7 
名前（所属） 藤野桃衣 (城南) 金田杏奈 (山鹿) 川越彩 (山鹿) 藤野桃衣 (熊城南) 金田杏奈 (山鹿) 

中３女子１００ｍ 13.3 13.1 13.1 13.3 13.1 12.6 
名前（所属） 小柳文香 (城南) 松窪香澄む (武蔵ヶ丘) 寺田優美 (南島原市立口之津) 蔵野裕紀 (託麻) 松窪香澄む (武蔵ヶ丘) 

高校女子１００ｍ 14.8 14.5 15.4 14.5 12.8 
名前（所属） 佐藤睦 (第二) 佐藤睦 (第二) 佐藤　睦 (第二) 佐藤睦 (第二) 

一般女子１００ｍ 13.1 13.1 12.7 
名前（所属） 中村絵美 (熊本大) 中村絵美 (熊本大) 

小１女子８００ｍ 3:26.8 
名前（所属） 

小２女子８００ｍ 3:10.4 
名前（所属） 

小３女子８００ｍ 3:07.1 3:07.0 3:03.2 3:06.6 3:03.2 2:52.1 
名前（所属） 西村鈴菜 (やまが総合ＳＣ) 西村鈴菜 (やまが総合ＳＣ) 西村鈴菜 (山鹿総合SC) 西村鈴菜 (やまが総合SC) 西村鈴菜 (山鹿総合SC) 

小４女子８００ｍ 3:01.6 3:06.1 2:56.9 3:22.7 2:56.9 2:53.4 
名前（所属） 甲斐菜々子 (アスリートクラブこうし) 甲斐菜々子 (アスリートクラブこうし) 寺田凜 (田川RC) 増永さくら (RFC) 寺田凜 (田川RC) 

小５女子８００ｍ 2:35.9 2:47.5 2:50.4 2:33.8 2:33.8 2:32.9 
名前（所属） 案浦鈴香 (アスリートクラブこうし) 酒田美波 (不知火ＪＲＣ) 橋本香蓮 (不知火JRC) 案浦鈴香 (八千把) 案浦鈴香 (八千把) 

小６女子８００ｍ 2:37.5 2:31.2 2:34.4 2:31.8 2:31.2 2:32.3 
名前（所属） 甲斐春香 (アスリートクラブこうし) 一紋野女 (熊本ＪＡＣ) 一紋野女 (武蔵ヶ丘JC) 一　紋野女 (武蔵ヶ丘Jr.) 一紋野女 (熊本ＪＡＣ) 新記録 

中１女子８００ｍ 2:28.5 2:35.1 2:31.7 2:38.8 2:28.5 2:28.5 
名前（所属） 加藤みちる (かめのこきっず) 加藤みちる (井芹) 原田成美 (宇土鶴城) 林　歩美 (武蔵) 加藤みちる (かめのこきっず) 

中２女子８００ｍ 2:32.5 2:30.7 2:23.0 2:58.7 2:23.0 2:18.4 
名前（所属） 橋本美穂 (北部) 坂本和 (鹿南) 神田真奈美 (武蔵ヶ丘) 吉田久美子 (託麻) 神田真奈美 (武蔵ヶ丘) 

中３女子８００ｍ 2:25.8 2:30.3 2:31.0 2:35.4 2:25.8 2:14.9 
名前（所属） 猪島千聡 (帯山) 髙橋希望 (長嶺) 木葉亜理沙 (帯山) 木庭亜理沙 (帯山) 猪島千聡 (帯山) 

高校女子８００ｍ 2:33.0 2:31.4 2:26.3 2:36.1 2:26.3 2:15.4 
名前（所属） 亀尾安奈 (熊商) 河野彩奈 (尚絅) 高田真緒 (熊本商業) 前田藍莉 (第二高) 高田真緒 (熊本商業) 

一般女子８００ｍ 

名前（所属） 
中１女子１５００ｍ 5:03.9 5:11.7 5:08.3 5:07.8 5:03.9 4:54.2 

名前（所属） 松江香奈 (不知火) 松江香奈 (不知火) 松江香奈 (不知火) 上田史穂 (北部) 松江香奈 (不知火) 
中２女子１５００ｍ 5:04.9 5:06.7 4:54.6 4:50.7 4:50.7 4:42.8 

名前（所属） 千々岩海音 (北部) 吉田優香 (武蔵ヶ丘) 千々岩海音 (北部) 千々岩海音 (北部) 千々岩海音 (北部) 
中３女子１５００ｍ 4:58.0 5:13.8 4:49.1 4:49.0 4:49.0 4:45.8 

名前（所属） 奥村優花 (北部) 濱﨑さやか (第二) 猪島千聡 (帯山) 猪島千聡 (帯山) 猪島千聡 (帯山) 
高校女子１５００ｍ 5:00.2 5:22.0 5:00.2 4:32.3 

名前（所属） 坂本佳奈虹 (文徳) 濵崎さやか (第二) 坂本佳奈虹 (文徳) 
一般女子１５００ｍ 4:43.4 5:09.5 4:43.4 4:49.1 

名前（所属） 風間友希 () 國友恵美子 (教員) 風間友希 () 新記録 
高校女子３０００ｍ 10:03.4 10:26.1 10:03.4 9:56.3 

名前（所属） 濵美幸 (千原台) 竹下　唯 (開新) 濵美幸 (千原台) 
一般女子３０００ｍ 9:58.8 

名前（所属） 
小４女子４×１００ｍR 61.9 64.2 61.9 61.5 

名前（所属） 花岡有働草野白木 (八代ＫＡＣ) 井村市原吉村坂井 (熊本JAC) 花岡有働草野白木 (八代ＫＡＣ) 
小５女子４×１００ｍR 59.2 59.2 57.7 

名前（所属） 嶽本山口溝口西 (相良南) 嶽本山口溝口西 (相良南) 
小６女子４×１００ｍR 54.6 55.4 54.6 55.1 

名前（所属） 松下野口宮崎平田 (熊本JAC) 綾戸松下野口平田 (熊本JAC) 松下野口宮崎平田 (熊本JAC) 新記録 
中学女子４×１００ｍR 54.1 53.7 49.8 52.8 49.8 46.2 

名前（所属） 平野清田鏡橋口 (西合志南) 原赤﨑竹村黒土 (託麻２年) 猪島野林佐竹川越 (熊本選抜) 家入木庭北浦岩切 (帯山) 猪島野林佐竹川越 (熊本選抜) 
高校女子４×１００ｍR 48.9 48.9 50.6 

名前（所属） 宮本地原石本北村 (熊本商業A) 宮本地原石本北村 (熊本商業A) 新記録 
一般女子４×１００ｍR 50.0 

名前（所属） 
小３女子走幅跳 3.34 3.25 3.40 3.24 34.0 3.21 

名前（所属） 森本あかり (荒尾ＪＡＣ) 森木あかり (大浜) 森木あかり (玉名大浜) 森木あかり (荒尾ＪＡＣ) 森木あかり (玉名大浜) 新記録 
小４女子走幅跳 2.55 2.79 2.83 2.83 3.96 

名前（所属） 安片一会 (阿蘇陸上クラブ) 有働千晶 (荒尾ＪＡＣ) 江藤真差菜 (阿蘇陸上) 江藤真差菜 (阿蘇陸上) 
小５女子走幅跳 2.72 3.17 2.40 2.71 3.17 4.18 

名前（所属） 遠山穣 (佐敷) 東あれん (熊本東陸上) 宮本英里奈 (健軍) 立山里奈 (健軍) 東あれん (熊本東陸上) 
小６女子走幅跳 4.51 4.51 4.28 4.72 4.72 4.58 

年間一位



名前（所属） 野口真未 (熊本ＪＡＣ) 野口真未 (熊本ＪＡＣ) 森木いづみ (玉名大浜) 野口真未 (熊本ＪＡＣ) 野口真未 (熊本ＪＡＣ) 新記録 
中１女子走幅跳 4.77 4.83 4.24 3.65 4.83 4.64 

名前（所属） 満崎千里 (阿蘇西原) 満崎千里 (阿・西原) 小栁千華 (出水南) 小浜遥香 (出水) 満崎千里 (阿・西原) 新記録 
中２女子走幅跳 3.40 4.15 4.12 4.15 4.92 

名前（所属） 矢北智子 (熊本西原) 松村由衣 (東町) 谷川美那 (力合) 松村由衣 (東町) 
中３女子走幅跳 3.70 4.52 3.79 4.52 5.49 

名前（所属） 福原阿子 (砥用) 井美月 (東町) 小森里沙子 (五霊) 井美月 (東町) 
高校女子走幅跳 4.55 4.85 4.85 5.20 

名前（所属） 甲斐瑞生 (阿蘇) 小島有加里 (宇土) 小島有加里 (宇土) 
一般女子走幅跳 5.18 

名前（所属） 
中１女子砲丸投 7.42 5.05 7.42 6.83 

名前（所属） 加藤葵 (阿蘇西原) 福島有里 (長嶺) 加藤葵 (阿蘇西原) 新記録 
中２女子砲丸投 6.25 7.75 7.42 7.15 7.75 10.64 

名前（所属） 池田希望 (西原) 市原芙莉奈 (一の宮) 白石桃子 (白川) 西岡朋美 (鏡) 市原芙莉奈 (一の宮) 
中３女子砲丸投 8.50 8.91 8.91 11.48 

名前（所属） 田添成美 (菊池南) 中山美咲 (豊野) 中山美咲 (豊野) 
高校女子砲丸投 6.32 6.32 7.26 

名前（所属） 大塚嘉澄 (熊本商業) 大塚嘉澄 (熊本商業) 
一般女子砲丸投 

名前（所属）


