
平成22年度記録会年間1位選手一覧【男子】
２２２回 ２２３回 ２２４回 ２２５回 歴代記録

６歳未満男子１００ｍ 21.80 21.72 21.45 20.73 20.73
名前（所属） 津志田　颯斗  (津志田組) 春木宏亮  (二瀬本保育園) 寺本航大  (水俣さわらひ幼稚園) 寺本航大  (Delightul水俣) 寺本航大  (Delightul水俣)

小１男子１００ｍ 18.20 17.27 21.04 17.01 17.01 16.80
名前（所属） 森田　希夢  (八代KAC) 森田希夢  (八代KAC) 河﨑雄斗  (熊本JAC) 森田希夢 (八代KAC) 森田希夢  (八代KAC)

小２男子１００ｍ 17.30 16.80 17.31 16.94 16.80 15.60
名前（所属） 横手　大翔  (やまが教会) 津田啓史  (水俣第一) 津田啓史  (水俣第一) 津田啓史  (水俣第一) 津田啓史  (水俣第一)

小３男子１００ｍ 15.30 15.69 15.24 15.29 15.24 15.00
名前（所属） 栗屋　大夢  (T＆F蘇陽) 栗屋大夢  (Ｔ＆Ｆ蘇陽) 栗屋大夢  (T&F蘇陽) 栗屋大夢  (T＆F蘇陽) 栗屋大夢  (T&F蘇陽)

小４男子１００ｍ 15.10 15.42 15.43 15.51 15.10 14.30
名前（所属） 平野　雄大  (KURS) 井川龍斗  (芦北トレジャー) 井川龍人  (芦北トレジャー) 浦塘勝前  (出水南) 平野　雄大  (KURS)

小５男子１００ｍ 14.80 14.91 14.93 15.11 14.80 13.20
名前（所属） 後藤　稜弥  (小国JRC) 山下大志  (KURS) 日高修社  (KURS) 山下大志  (ＫＵＲＳ) 後藤　稜弥  (小国JRC)

小６男子１００ｍ 13.10 13.34 13.27 13.31 13.10 12.50
名前（所属） 上田　大雅  (KURS) 上田大雅  (KURS) 上田大雅  (KURS) 上田大雅  (ＫＵＲＳ) 上田　大雅  (KURS)

中１男子１００ｍ 12.60 12.72 12.92 12.97 12.60 12.20
名前（所属） 竹田　士湧  (小国) 原口海誠  (江原) 原口海誠  (江原) 及川一樹  (ＫＵＲＳ) 竹田　士湧  (小国)

中２男子１００ｍ 12.00 12.53 12.19 12.61 12.00 11.30
名前（所属） 加藤　大和  (KURS) 山田瑛貴  (西合志南) 藤原秀郎  (免田) 森内尚也  (清水) 加藤　大和  (KURS)

中３男子１００ｍ 11.50 11.88 11.57 11.81 11.50 11.10
名前（所属） 小森　悠世  (帯山) 緒方政弥  (阿蘇西原) 島田海吏  (宇土鶴城) 堀川雄斗  (千々石) 小森　悠世  (帯山)

高校男子１００ｍ 10.84 11.65 11.33 10.84 11.10
名前（所属） 富田　智  (鹿本) 星野駿介  (マリスト学園) 赤崎拓真  (九州学院) 富田　智  (鹿本) 新記録

一般男子１００ｍ 10.60 11.37 11.24 11.24 10.60 10.70
名前（所属） 千原　辰己  (九州情報大) 山本貴憲  (Relightful水俣) 高岡晃  (熊本大) 高岡　晃  (熊本大学) 千原　辰己  (九州情報大) 新記録

小１男子８００ｍ 3:18.9 3:18.9 3:15.2
名前（所属） 中川舜也  (芦屋ＪＣ) 中川舜也  (芦屋ＪＣ)

小２男子８００ｍ 3:06.0 3:07.3 2:52.0 2:52.0 2:53.9
名前（所属） 大嶌　秀太郞  (豊田) 大嶌秀太郎  (豊田) 酒田秀太郎  (不知火JRC) 酒田秀太郎  (不知火JRC) 新記録

小３男子８００ｍ 2:47.8 2:46.0 2:44.4 2:53.3 2:44.4 2:41.4
名前（所属） 河崎　竜哉  (不知火JRC) 河崎竜哉  (不知火JRC) 川崎竜哉  (不知火JRC) 松野元紀  (チーム武蔵) 川崎竜哉  (不知火JRC)

小４男子８００ｍ 2:42.4 2:43.7 2:46.7 2:47.7 2:42.4 2:38.2
名前（所属） 高津　浩揮  (阿蘇陸上クラブ) 高津浩揮  (阿蘇陸上) 村田海晟  (芦北トレジャー) 浦川大樹  (Ｋ・ＷＩＮＧＳ．ＡＣ) 高津　浩揮  (阿蘇陸上クラブ)

小５男子８００ｍ 2:31.9 2:32.2 2:33.2 2:34.2 2:31.9 2:29.0
名前（所属） 田尻　悠哉  (不知火JRC) 田尻悠成  (不知火JRC) 田尻悠成  (不知火JRC) 中川喬介  (芦屋JC) 田尻　悠哉  (不知火JRC)

小６男子８００ｍ 2:27.4 2:35.9 2:27.6 2:20.9 2:20.9 2:22.3
名前（所属） 市野　渉  (アスリートクラブこうし) 高津康頌  (阿蘇陸上) 市野渉  (アスリートクラブこうし) 砂原一生  (ハートランドA・C) 砂原一生  (ハートランドA・C) 新記録

中１男子１５００ｍ 4:44.4 4:65.0 4:56.2 5:21.0 4:44.4 4:31.0
名前（所属） 古山　倫太朗  (やまが総合) 古山倫太郎  (やまが総合) 寺田龍覇  (田川RC) 坂本和樹  (鏡) 古山　倫太朗  (やまが総合)

中２男子１５００ｍ 4:32.7 4:23.3 4:32.4 4:25.4 4:23.3 4:20.6
名前（所属） 堤　亮太  (帯山) 小野伽仁  (阿蘇北) 春田賢志  (菊陽) 西田耀道  (鏡) 小野伽仁  (阿蘇北)

中３男子１５００ｍ 4:16.1 4:19.4 4:18.2 4:38.8 4:16.1 4:15.2
名前（所属） 幸村　亮太  (やまが総合) 石島一真  (不知火) 佐藤大和  (菊陽) 黒田拓進  (鏡) 幸村　亮太  (やまが総合)

高校男子１５００ｍ 4:12.8 4:44.2 4:05.3 4:05.3 4:02.2
名前（所属） 木村　匤貴  (鹿本) 上村健太  (八代東) 谷川一晃  (熊本中央) 谷川一晃  (熊本中央)

一般男子１５００ｍ 4:06.2 4:17.2 4:21.1 4:27.4 4:06.2 4:05.2
名前（所属） 島村　洸史  (オーデンAC) 荒木諭志  (SAAC) 田中泉  (玉名クラブ) 山口　忍  (吉田病院) 島村　洸史  (オーデンAC)

中１男子３０００ｍ 10:06.5 9:35.6 9:35.6 9:46.4
名前（所属） 中川翔太  (不知火) 橋本大輝  (河東) 橋本大輝  (河東) 新記録

中２男子３０００ｍ 10:25.4 10:06.1 9:35.8 9:47.9 9:35.8 9:19.7
名前（所属） 浦川　優也  (江原) 鶴田剛士  (三角) 森下史崇  (不知火) 道上翔太  (河東) 森下史崇  (不知火)

中３男子３０００ｍ 9:25.1 9:31.3 9:20.8 8:48.0 8:48.0 8:57.5
名前（所属） 垂水　隆  (北部) 宇田敬史朗  (錦ヶ丘) 幸村亮太  (やまが総合) 米田和広  (河東) 米田和広  (河東) 新記録

高校男子３０００ｍ 8:43.7 9:18.5 8:53.3 8:59.5 8:43.7 8:32.4
名前（所属） 原田　秀哉  (鎮西) 吉田佑基  (出水中央) 宮代洸一  (出水中央) 中神慎也  (九州学院) 原田　秀哉  (鎮西)

一般男子３０００ｍ 8:39.5 9:37.6 8:53.8 10:03.7 8:39.5 8:40.9
名前（所属） 野間　拓哉  (GGRC熊本) 長友一泰  (HEARTS) 荒木一孝  (４２普連) 恒松満哉  (５地対艦) 野間　拓哉  (GGRC熊本) 新記録

高校男子５０００ｍ 15:23.7 17:30.8 15:23.7 14:51.9
名前（所属） 粟田　嶺  (熊本工業) 岩崎晃宏  (南関) 粟田　嶺  (熊本工業)

一般男子５０００ｍ 15:34.1 15:43.7 16:59.5 15:34.1 15:02.2
名前（所属） 福田　哲哉  (九州武蔵精密) 山下健太  (出水陸協) 木本和寛  (Hearts) 福田　哲哉  (九州武蔵精密)

小４男子４×１００ｍR 66.20 70.31 65.61 65.61 59.70
名前（所属）    黒田　悠斗鮎川　真琴坂本　孟平野　陽大  (KURS)    栗屋吉栗屋幸後藤栗屋  (Ｔ＆Ｆ蘇陽)    伊藤別府中山三谷  (熊本JAC)    伊藤別府中山三谷  (熊本JAC)

小５男子４×１００ｍR 62.60 60.50 60.50 58.30
名前（所属）    黒田　健斗山下　大志那須　晟士朗上門　匠  (KURS)    内門山下那須日高  (KURS)    内門山下那須日高  (KURS)

小６男子４×１００ｍR 54.00 64.59 54.00 52.50
名前（所属）    松川　直樹中島　陸靏田　康平上田　大雅  (KURS)    上野(海）上野（太）上野（康）緒方  (熊本東陸上クラブ)    松川　直樹中島　陸靏田　康平上田　大雅  (KURS)

中学男子４×１００ｍR 46.80 47.05 44.57 49.44 44.57 44.60
名前（所属）    土川　玲男小森　悠世今村　和樹隈元　翔太  (帯山)    石藤小森今村隅元  (帯山)    本郷島田佐々木佐竹  (熊本選抜)    金子高田仲野小夏  (KURS)    本郷島田佐々木佐竹  (熊本選抜) 新記録

高校男子４×１００ｍR 48.50 46.45 51.54 45.76 45.76
名前（所属）    石松　大佑星野　駿介吉良　倖士朗上原　卓巳  (マリスト)    柴田田代藤森緒方  (大津A)    上釜松岡加藤加悦  (熊本聾学校)    西村牛島龍野白河  (熊本農業高校)    西村牛島龍野白河  (熊本農業高校)

一般男子４×１００ｍR 41.50 41.50
名前（所属）    古川　大樹久家　タケシ千原　辰巳平ヶ倉　寿則  (九州情報大)    古川　大樹久家　タケシ千原　辰巳平ヶ倉　寿則  (九州情報大)

小３男子走幅跳 2.31 3.28 2.62 2.66 3.28 3.56
名前（所属） 飯山　晴己  (KURS) 栗屋大夢  (T&F蘇陽) 飯山晴己  (KURS) 森田希夢（１）  (八代ＫＡＣ) 栗屋大夢  (T&F蘇陽)

小４男子走幅跳 2.68 2.63 3.37 3.37 3.92
名前（所属） 榊　衣織  (山鹿) 田川盟偉  (KURS) 三谷健士  (熊本ＪＡＣ) 三谷健士  (熊本ＪＡＣ)

小５男子走幅跳 3.78 3.44 3.21 3.27 3.78 4.61
名前（所属） 伊豆　真哉  (山鹿) 那須晟士朗  (KURS) 那須晟一郎  (KURS) 黒田健斗  (ＫＵＲＳ) 伊豆　真哉  (山鹿)

小６男子走幅跳 4.18 3.49 4.25 44.46 44.46 4.86
名前（所属） 沢田　啓人  (人吉東) 西山泰聖  (隅府) 沢田啓人  (人吉東) 田部涼大  (Ｔ＆Ｆ蘇陽) 田部涼大  (Ｔ＆Ｆ蘇陽) 新記録

年間一位



中１男子走幅跳 4.77 5.17 5.17 5.31
名前（所属） 泉　秀希  (力合) 小柳圭克  (出水南) 小柳圭克  (出水南)

中２男子走幅跳 5.59 5.47 4.81 5.22 5.59 5.97
名前（所属） 加藤　大知  (KURS) 赤星勝信  (大津北) 大塚拓実  (KURS) 山本翔  (千々石) 加藤　大知  (KURS)

中３男子走幅跳 5.65 5.74 5.85 5.85 6.04
名前（所属） 神西　柾典  (京陵) 神西柾典  (京陵) 今﨑裕也  (人吉一) 今﨑裕也  (人吉一)

高校男子走幅跳 5.10 5.68 5.68 6.69
名前（所属） 平田大朗  (大津) 松本裕太  (九州学院) 松本裕太  (九州学院)

一般男子走幅跳 5.88 7.03 6.33 7.03 6.89
名前（所属） 谷川孔明  (DCRC) 岩本慎一郎  (肥後銀行) 橋口嵩  (熊大ＡＣ) 岩本慎一郎  (肥後銀行) 新記録

中１男子砲丸投 7.15 6.68 7.15 11.59
名前（所属） 山口　正也  (下益城城南) 豊原聖将  (江原) 山口　正也  (下益城城南)

中２男子砲丸投 8.33 8.27 8.33 13.37
名前（所属） 安川　怜男  (京陵) 安川怜男  (京陵) 安川　怜男  (京陵)

中３男子砲丸投 8.32 7.45 9.63 9.63 12.10
名前（所属） 早川　雄太  (京陵) 早川雄太  (京陵) 橋詰将宝  (錦) 橋詰将宝  (錦)

高校男子砲丸投 8.96 6.42 10.31 10.31 12.18
名前（所属） 堂本　光芳  (鎮西) 吉良倖士朗  (マリスト学園) 上村倫生  (人吉第一) 上村倫生  (人吉第一)

一般男子砲丸投 9.13 9.08 9.39 9.39 11.53
名前（所属） 平井　光輝  (県体選手) 平井光輝  () 金田道博  (一般（県体）) 金田道博  (一般（県体）)



平成22年度記録会年間1位選手一覧【女子】
２２２回 ２２３回 ２２４回 ２２５回 年間一位 歴代記録

６歳未満女子１００ｍ 22.40 22.28 24.18 24.87 22.28
名前（所属） 後藤　美寿紀  (T＆F蘇陽) 後藤美寿紀  (二瀬本保育園) 後藤美寿紀  (二瀬本保育園) 桂川蓮希  (長洲幼稚園) 後藤美寿紀  (二瀬本保育園)

小１女子１００ｍ 18.30 19.19 19.52 19.75 18.30 17.10
名前（所属） 上田　佳奈  (太田郷) 上田佳奈  (MYTC．Jr) 上田佳奈  (MYTCJr) 溝田夏綺  (KURS) 上田　佳奈  (太田郷)

小２女子１００ｍ 16.70 16.09 17.01 16.90 16.09 16.60
名前（所属） 櫨山　ミキハ  (古町) 櫨山ミキハ  (古町) 櫨山ミキハ  (古町) 櫨山ミキハ  (古町) 櫨山ミキハ  (古町) 新記録

小３女子１００ｍ 16.40 17.66 16.86 17.56 16.40 15.40
名前（所属） 西　真成美  (K、WINGS、AC) 吉富槙桜  (錦西ジュニア) 西真成美  (K.WINGS.AC) 吉富槙桜  (錦西ジュニア) 西　真成美  (K、WINGS、AC)

小４女子１００ｍ 16.00 15.91 16.29 16.42 15.91 14.30
名前（所属） 西　美帆  (タートルズ) 西　美帆  (タートルズ) 西美帆  (タートルズ) 西　美帆  (タートルズ) 西　美帆  (タートルズ)

小５女子１００ｍ 14.00 15.39 15.27 15.20 14.00 13.70
名前（所属） 西村　鈴菜  (やまが総合SC) 松本　舞  (KURS) 松本舞  (KURS) 松本　舞  (KURS) 西村　鈴菜  (やまが総合SC)

小６女子１００ｍ 14.30 14.18 14.14 13.78 13.78 13.00
名前（所属） 西　純香  (タートルズ) 岩本莉奈  (阿蘇陸上) 河津美里  (KURS) 河津美里  (KURS) 河津美里  (KURS)

中１女子１００ｍ 13.50 13.64 14.25 13.96 13.50 12.50
名前（所属） 本橋　玲奈  (菊池南) 酒井優香  (益城) 西香織  (タートルズ) 西香織  (タートルズ) 本橋　玲奈  (菊池南)

中２女子１００ｍ 13.40 13.98 13.38 13.72 13.38 12.70
名前（所属） 野口　真未  (北部) 東有咲  (出水) 沢田玲香  (錦) 中嶋志帆  (錦) 沢田玲香  (錦)

中３女子１００ｍ 13.40 13.75 13.48 13.85 13.40 12.60
名前（所属） 上野　顕世  (菊池南) 坂本美咲  (三角) 田野麻実  (人吉第一) 西野友梨  (錦) 上野　顕世  (菊池南)

高校女子１００ｍ 13.20 14.64 12.87 13.27 12.87 12.40
名前（所属） 榎島　優依  (熊本商業) 興梠真菜  (大津) 宮本楓子  (熊本商業) 生駒　早音莉  (宇土) 宮本楓子  (熊本商業)

一般女子１００ｍ 13.50 13.83 14.18 13.50 12.70
名前（所属） 松本　有里絵  (富合中教諭) 中村絵美  (熊大AC) 寺本有子  (Delightful水俣) 松本　有里絵  (富合中教諭)

小１女子８００ｍ 3:26.8
名前（所属）

小２女子８００ｍ 3:40.7 3:44.7 3:53.6 3:40.7 3:10.4
名前（所属） 大塚　美羽  (チーム武蔵) 大塚美和  (チーム武蔵) 弓削嬉歩  (託麻原) 大塚　美羽  (チーム武蔵)

小３女子８００ｍ 2:58.4 3:14.6 3:08.1 3:12.5 2:58.4 2:52.1
名前（所属） 上野　珠実  (小国JRC) 吉良未希子  (不知火JRC) 大和シホ  (熊本東陸上クラブ) 大和志帆  (熊本東陸上クラブ) 上野　珠実  (小国JRC)

小４女子８００ｍ 3:02.6 2:59.2 3:01.0 3:07.8 2:59.2 2:49.4
名前（所属） 松江　志保　  (不知火JRC) 辻　奈甫  (KURS) 松江志保  (不知火JRC) 斉藤南々香  (アスリートクラブこうし) 辻　奈甫  (KURS)

小５女子８００ｍ 2:41.5 2:45.0 2:41.4 2:54.2 2:41.4 2:32.9
名前（所属） 大道　志歩  (浜田ランナーズ) 中村世愛  (KURS) 大道志歩  (浜田ランナーズ) 大塚和泉  (アスリートクラブこうし) 大道志歩  (浜田ランナーズ)

小６女子８００ｍ 2:48.9 2:43.8 2:49.8 2:44.4 2:43.8 2:31.2
名前（所属） 甲斐　菜々子  (アスリートクラブこうし) 岩本莉奈  (阿蘇陸上クラブ) 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) 岩本莉奈  (阿蘇陸上クラブ)

中１女子８００ｍ 2:32.7 2:32.4 2:34.1 2:32.4 2:28.5
名前（所属） 坂本　彩香  (西原) 戸高里々奈  (三角) 飯沼みのり  (小国) 戸高里々奈  (三角)

中２女子８００ｍ 2:27.7 2:28.9 2:27.3 2:27.3 2:18.4
名前（所属） 坂本　由衣  (西原) 杉本夏穂  (錦ヶ丘) 石橋奈津美  (小国) 石橋奈津美  (小国)

中３女子８００ｍ 2:26.5 2:24.8 2:28.9 2:49.6 2:24.8 2:14.9
名前（所属） 柿原　亜紀  (武蔵ヶ丘) 原田成美  (宇土鶴城) 原田成美  (宇土鶴城) 森川紗妃  (鏡) 原田成美  (宇土鶴城)

高校女子８００ｍ 2:35.3 2:18.9 2:18.9 2:15.4
名前（所属） 河野　沙也華  (尚絅) 新宅麻未  (熊本商業) 新宅麻未  (熊本商業)

一般女子８００ｍ

名前（所属）
中１女子１５００ｍ 5:22.5 5:07.4 5:04.0 4:44.5 4:44.5 4:44.9

名前（所属） 吉野　双葉  (小国) 橋本香蓮  (不知火) 橋本香蓮  (不知火) 中川結友  (河東) 中川結友  (河東) 新記録
中２女子１５００ｍ 4:44.5 5:06.9 5:13.1 4:39.6 4:39.6 4:42.8

名前（所属） 一　紋野女  (武蔵ヶ丘) 前田結衣  (北部) 前田結衣  (北部) 藤原あかね  (福間) 藤原あかね  (福間) 新記録
中３女子１５００ｍ 4:52.3 4:58.7 4:49.2 4:43.6 4:43.6 4:40.3

名前（所属） 加藤　みちる  (井芹) 福田千穂  (砥用) 加藤みちる  (井芹) 柴田麻理伊  (河東) 柴田麻理伊  (河東)
高校女子１５００ｍ 4:50.0 5:10.4 4:48.4 4:48.4 4:32.3

名前（所属） 大塚　円  (熊本信愛) 田代理嵯  (熊本中央) 古賀春菜  (熊本中央) 古賀春菜  (熊本中央)
一般女子１５００ｍ 5:02.0 5:02.0 4:43.4

名前（所属） 國友恵美子  (熊本教走クラブ) 國友恵美子  (熊本教走クラブ)
高校女子３０００ｍ 11:17.7 10:16.9 10:16.9 9:54.8

名前（所属） 上口　結衣  (東稜) 柳迫春香  (開新) 柳迫春香  (開新)
一般女子３０００ｍ 9:58.8

名前（所属）
小４女子４×１００ｍR 72.90 71.29 74.70 71.29 61.50

名前（所属）    堀　鈴花市田　まなみ黒田　澪田代　佳萌子  (山鹿A)    平田田中陳内西山  (力合)    井上上妻五嶋市原  (熊本JAC)    平田田中陳内西山  (力合)
小５女子４×１００ｍR 71.90 57.71 65.91 71.37 57.71 57.70

名前（所属）    村本　七奈渕上　祐衣飯盛　奈菜平田　琴音  (山鹿)    江藤岩本小野徳永  (阿蘇陸上)    川上松尾右田西  (タートルズ)    原野大和原野緒方  (熊本東陸上クラブ)    江藤岩本小野徳永  (阿蘇陸上)
小６女子４×１００ｍR 58.00 69.20 58.00 54.90

名前（所属）    川上　奈緒脇田　茉奈古賀　日彩市原　みこと  (熊本JAC)    池田福田野原上林  (チーム武蔵)    川上　奈緒脇田　茉奈古賀　日彩市原　みこと  (熊本JAC)

中学女子４×１００ｍR 53.70 56.03 48.68 53.38 48.68 46.20
名前（所属）    西山　あい華中原　早貴本橋　玲奈上野　顕世  (菊池南A)    坂本河島手島山田  (出水)    北川福嶋幸村野林  (熊本選抜)    桑原西野東中嶋  (錦)    北川福嶋幸村野林  (熊本選抜)

高校女子４×１００ｍR 51.60 51.60 48.70
名前（所属）    榎島　優松原　美奈子赤崎　愛岩下　美乃里  (熊本商業)    榎島　優松原　美奈子赤崎　愛岩下　美乃里  (熊本商業)

一般女子４×１００ｍR 50.00
名前（所属）

小３女子走幅跳 2.66 2.65 2.38 2.66 3.40
名前（所属） 寺本　有里香  (水俣第一) 寺本有里香  (水俣第一) 寺本有里香（小２）  (水俣第一) 寺本　有里香  (水俣第一)

小４女子走幅跳 2.49 3.15 3.15 3.96
名前（所属） 市田　まなみ  (山鹿) 福田真由  (KURS) 福田真由  (KURS)

小５女子走幅跳 2.92 3.58 4.41 4.41 4.18
名前（所属） 右田　ひなた  (タートルズ) 宮下恵里花  (天草倶楽部) 森本あかり  (荒尾JAC) 森本あかり  (荒尾JAC) 新記録

小６女子走幅跳 3.59 3.87 2.78 3.87 4.72
名前（所属） 江藤　真菜  (阿蘇陸上クラブ) 江藤真菜  (阿蘇陸上) 沢田真絢  () 江藤真菜  (阿蘇陸上)

中１女子走幅跳 4.21 4.21 5.02



名前（所属） 小牧杏奈  (菊陽) 小牧杏奈  (菊陽)
中２女子走幅跳 4.55 4.06 4.10 4.55 4.92

名前（所属） 中原　早貴  (菊池南) 野田永里咲  (力合) 嶋村萌  (出水) 中原　早貴  (菊池南)
中３女子走幅跳 4.73 4.20 4.80 4.72 4.80 5.49

名前（所属） 上野　顕世  (菊池南) 石井夢乃  (長嶺) 小栁千華  (出水南) 小柳千華  (出水南) 小栁千華  (出水南)
高校女子走幅跳 4.10 5.30 4.76 5.30 5.20

名前（所属） 鹿江　沙月  (マリスト) 秋山瞳  () 井　美月  (熊本商業) 秋山瞳  () 新記録
一般女子走幅跳 4.70 4.70 5.18

名前（所属） 西森浩子  () 西森浩子  ()
中１女子砲丸投 7.42

名前（所属）
中２女子砲丸投 7.91 8.67 8.67 10.64

名前（所属） 高村　知世  (帯山) 高村知世  (帯山) 高村知世  (帯山)
中３女子砲丸投 7.25 7.42 10.21 10.21 11.48

名前（所属） 浦中　翠  (力合) 浦中翠  (力合) 小塚美咲  (五和西) 小塚美咲  (五和西)
高校女子砲丸投 10.38 7.18 10.38 7.26

名前（所属） 北里優季  (鹿本) 小柳文香  (熊本商業) 北里優季  (鹿本) 新記録
一般女子砲丸投

名前（所属）
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