
選手区分 競技種目 記録 風速 選手／チーム 学年 所属 競技年月日 競技場 競技会名 ラウンド 組 順位 リレーオーダー／混成内訳記録

高校 男棒高跳 4.70 中村　　仁 2+ 九州学院高 2015/03/30 ベルアスレティックスジャパン 第51回群馬県室内棒高跳陸上競技記録会 決勝 4

高校 女60m 7.70 酒井　優香 2+ 熊本商高 2015/02/08 大阪城ホール 日本ジュニア室内陸上大阪大会 予選 9 3

高校 女60m 7.70 酒井　優香 2+ 熊本商高 2015/02/08 大阪城ホール 日本ジュニア室内陸上大阪大会 予選 9 3

中学 男60m 7.14 山村　直人 3+ 人吉一中 2015/02/07 大阪城ホール 日本ジュニア室内陸上大阪大会 予選 10 2

中学 男60mYH(91.4cm_9.14m) 8.14 丹羽　勇人 3+ 熊本帯山中 2015/02/07 大阪城ホール 日本ジュニア室内陸上大阪大会 予選 3 1

中学 男60mYH(91.4cm_9.14m) 8.21 藤原　辰朗 3+ あさぎり中 2015/02/07 大阪城ホール 日本ジュニア室内陸上大阪大会 決勝 7

中学 女60m 7.91 加藤みなみ 3+ 大津中 2015/02/07 大阪城ホール 日本ジュニア室内陸上大阪大会 予選 2 2

中学 女60m 8.05 福田　　英 2+ 津奈木中 2015/02/07 大阪城ホール 日本ジュニア室内陸上大阪大会 予選 8 5

中学 女60mMH(76.2cm_8.0m) 8.99 別府　明佳 3+ あさぎり中 2015/02/07 大阪城ホール 日本ジュニア室内陸上大阪大会 予選 1 4

一般・大学 男100m 10.53 0.9 末続　慎吾 熊本陸協 2015/08/01 加古川運動公園陸上競技場 ２０１５加古川ナイター レース 1 1

一般・大学 男100m 10.67 0.9 北村　将大 2 東洋大 2015/06/13 ShonanBMWｽﾀｼﾞｱﾑ平塚 日本学生陸上競技個人選手権大会 予選 6 3

一般・大学 男100m 10.80 1.0 大住　京平 3 徳山大 2015/05/16 岡山県陸上競技場 第69回中国四国学生対校陸上競技選手権 準決勝 2 2

一般・大学 男100m 10.80 1.9 赤池　祐二 2 九州共立大 2015/09/27 久留米総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 第43回九州学生陸上競技選手権大会 準決勝 4 2

一般・大学 男200m 21.38 0.8 末続　慎吾 熊本陸協 2015/10/31 国士舘大学陸上競技場 第７回国士舘大学競技会 レース 30 1

一般・大学 男200m 21.57 1.7 高岡　　晃 M2 阿蘇市 2015/04/05 大牟田市御大典記念ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 第68回全九州都市対抗 予選 2 1

一般・大学 男200m 21.59 1.6 北村　将大 2 東洋大 2015/05/17 日産スタジアム 第94回関東学生対校陸上競技選手権 準決勝 2 6

一般・大学 男200m 21.80 1.5 浜田　祐成 3 九州大 2015/09/26 久留米総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 第43回九州学生陸上競技選手権大会 準決勝 1 4

一般・大学 男400m 47.70 高岡　　晃 M1+ 熊本大 2015/03/29 うまスタ 春季熊本陸協陸上競技記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1

一般・大学 男400m 47.93 岩永　匡史 M2 熊本大 2015/05/16 鴨池陸上競技場 第85回九州学生対校陸上競技選手権 準決勝 2 2

一般・大学 男800m 1.54.69 太田黒　卓 1 上武大 2015/04/05 大東文化大学東松山キャンパス総合グラウンド 第11回関東私学五大学対校陸上競技選手権 決勝 6

一般・大学 男1500m 3.49.54 吉田　匡佑 3 中大 2015/04/12 日本休育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 第41回定期対校陸上競技大会（中大・日体大） 決勝 1

一般・大学 男1500m 3.49.69 大手　敬史 3 日体大 2015/05/14 日産スタジアム 第94回関東学生対校陸上競技選手権 予選 3 5

一般・大学 男1500m 3.51.57 太田黒　卓 1 上武大 2015/07/11 伊勢崎市陸上競技場 伊勢崎ナイター記録会 決勝総合 3 7

一般・大学 男1500m 3.52.42 三津家貴也 2 筑波大 2015/09/26 筑波大学陸上競技場 第６回筑波大競技会 レース 1 2

一般・大学 男1500m 3.54.30 村上　聖和 2 関東学院大 2015/07/12 北見市東陵公園 ホクレンディスタンスチャレンジ第3戦（北見） 14

一般・大学 男5000m 13.49.27 久保田和真 4 青学大 2015/04/04 世田谷区立総合運動場陸上競技場 第１回世田谷陸上競技会 レース 10 3

一般・大学 男5000m 14.00.06 山村　　隼 4 青学大 2015/07/04 世田谷区立総合運動場陸上競技場 第３回平成27年度世田谷陸上競技会 17 9

一般・大学 男10000m 28.24.50 久保田和真 4 青学大 2015/11/21 慶応義塾大学日吉 10000m記録挑戦競技会 ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 1

一般・大学 男10000m 29.25.92 山村　　隼 4 青学大 2015/11/21 慶応義塾大学日吉 10000m記録挑戦競技会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 11 24

一般・大学 男10マイル（ロード） 47.18. ジェフリギシア 第一工大 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 3

一般・大学 男10マイル（ロード） 47.33. 渡辺　一磨 3+ 東洋大 2015/02/08 唐津１０マイルコース 第55回唐津10マイルロードレース大会（10マイル・10km・５km） 7

一般・大学 男10マイル（ロード） 47.40. 川？　友佑 大阪ガス 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 37

一般・大学 男20km 1.00.34. 倉田　翔平 4+ 上武大 2015/03/01 立川シティハーフマラソンコース 第18回日本学生ハーフマラソン陸上競技選手権 +HM

一般・大学 男20km 1.00.45. 近藤修一郎 1+ 青学大 2015/03/01 立川シティハーフマラソンコース 第18回日本学生ハーフマラソン陸上競技選手権 +HM

一般・大学 男20km 1.00.55. 朝倉　健太 2+ 神奈川大 2015/03/01 立川シティハーフマラソンコース 第18回日本学生ハーフマラソン陸上競技選手権 +HM

一般・大学 男ハーフマラソン 1.03.43. 山村　　隼 3+ 青学大 2015/01/18 奥球磨 第３回奥球磨公認ロードレース大会（ハーフマラソン・10km） 7

一般・大学 男ハーフマラソン 1.03.53. 倉田　翔平 4+ 上武大 2015/03/01 立川シティハーフマラソンコース 第18回日本学生ハーフマラソン陸上競技選手権 51

一般・大学 男ハーフマラソン 1.04.06. 近藤修一郎 1+ 青学大 2015/03/01 立川シティハーフマラソンコース 第18回日本学生ハーフマラソン陸上競技選手権 67

一般・大学 男ハーフマラソン 1.04.16. 朝倉　健太 2+ 神奈川大 2015/03/01 立川シティハーフマラソンコース 第18回日本学生ハーフマラソン陸上競技選手権 79

一般・大学 男ハーフマラソン 1.04.21. 大手　敬史 2+ 日体大 2015/03/01 立川シティハーフマラソンコース 第18回日本学生ハーフマラソン陸上競技選手権 87

一般・大学 男ハーフマラソン 1.04.29. 吉田　匡佑 3+ 中大 2015/03/01 立川シティハーフマラソンコース 第18回日本学生ハーフマラソン陸上競技選手権 101

一般・大学 男ハーフマラソン 1.04.36. 貝崎　秀哉 2+ 東京国際大 2015/03/01 立川シティハーフマラソンコース 第18回日本学生ハーフマラソン陸上競技選手権 116

一般・大学 男ハーフマラソン 1.04.42. 園田　憲佑 2 法大 2015/11/15 上尾シティハーフマラソンコース 第28回上尾シティハーフマラソン 56

一般・大学 男マラソン 2.24.55. 富田誠至郎 熊本陸協 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン 3

一般・大学 男マラソン 2.25.40. 池島　篤史 ＧＧＲＣ熊本 2015/12/06 福岡朝日国際マラソンコース 69回福岡国際マラソン 58

一般・大学 男マラソン 2.25.57. 荒木　宏太 熊本陸協 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン 4

一般・大学 男マラソン 2.26.08. 斎藤　友章 ＧＧＲＣ熊本 2015/12/06 福岡朝日国際マラソンコース 69回福岡国際マラソン 65

一般・大学 男マラソン 2.27.02. 地下　翔太 ＨＥＡＲＴＳ 2015/11/15 神戸マラソンコース 第5回神戸マラソン 4

一般・大学 男マラソン 2.27.18. 木実　淳治 ＧＧＲＣ熊本 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン 5

一般・大学 男マラソン 2.28.20. 倉田　大吾 熊本陸協 2015/12/06 福岡朝日国際マラソンコース 69回福岡国際マラソン 87

一般・大学 男マラソン 2.28.44. 森本　幸司 34+ - 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン 6



一般・大学 男マラソン 2.29.51. 福田　哲哉 九州武蔵精密 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン 7

一般・大学 男110mH(106.7cm_9.14m) 14.38 1.8 赤池　祐二 2 九州共立大 2015/06/06 長良川競技場 秩父宮賜杯第68回西日本学生陸上競技対校選手権大会 準決勝 1 4

一般・大学 男110mH(106.7cm_9.14m) 14.40 0.2 吉住　康平 3 九州共立大 2015/11/03 北九州市立鞘ケ谷競技場 第37回西日本陸上競技カーニバル 決勝 1 3

一般・大学 男110mH(106.7cm_9.14m) 14.84 0.5 池尻　光奨 熊本陸協 2015/04/18 うまスタ 熊本陸上競技選手権 予選 2 1

一般・大学 男400mH(91.4cm_35.0m) 52.23 吉住　康平 3 九州共立大 2015/06/07 長良川競技場 秩父宮賜杯第68回西日本学生陸上競技対校選手権大会 準決勝 3 3

一般・大学 男400mH(91.4cm_35.0m) 52.26 米村　竜星 1 中京大 2015/06/07 長良川競技場 秩父宮賜杯第68回西日本学生陸上競技対校選手権大会 準決勝 1 3

一般・大学 男400mH(91.4cm_35.0m) 52.62 藤原　秀朗 1 熊本大 2015/09/26 久留米総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 第43回九州学生陸上競技選手権大会 決勝 4

一般・大学 男3000mSC(91.4cm) 8.52.89 渡辺　一磨 4 東洋大 2015/05/16 日産スタジアム 第94回関東学生対校陸上競技選手権 決勝 2

一般・大学 男3000mSC(91.4cm) 8.56.08 山村　　隼 4 青学大 2015/05/16 日産スタジアム 第94回関東学生対校陸上競技選手権 決勝 3

一般・大学 男3000mSC(91.4cm) 9.11.13 大手　敬史 3 日体大 2015/05/15 日産スタジアム 第94回関東学生対校陸上競技選手権 予選 1 7

一般・大学 男3000mSC(91.4cm) 9.15.16 木村　光佑 1 青学大 2015/05/15 日産スタジアム 第94回関東学生対校陸上競技選手権 予選 2 6

一般・大学 男5000mW 20.58.72 甲斐　奨史 肥後銀行 2015/05/16 北九州市立鞘ケ谷競技場 第58回九州実業団陸上競技選手権 決勝 1 2

一般・大学 男5000mW 23.49.70 酒井　　駿 2 至誠館大 2015/04/19 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 1

一般・大学 男5kmW 21.54. 甲斐　奨史 M2+ 肥後銀行 2015/02/15 六甲アイランド甲南大学周辺コース（日本陸連公認コース） 第98回日本陸上競技選手権男子・女子20km競歩 +20

一般・大学 男10kmW 43.51. 甲斐　奨史 M2+ 肥後銀行 2015/02/15 六甲アイランド甲南大学周辺コース（日本陸連公認コース） 第98回日本陸上競技選手権男子・女子20km競歩 +20

一般・大学 男10kmW 47.36. 早川　晃司 + 熊本陸協 2015/03/15 能美市（2km周回） 第39回全日本競歩能美大会兼Asian20kmRaceWalkingChampionshipsinNOMI2015 +20

一般・大学 男20kmW 1.29.04. 甲斐　奨史 M2+ 肥後銀行 2015/02/15 六甲アイランド甲南大学周辺コース（日本陸連公認コース） 第98回日本陸上競技選手権男子・女子20km競歩 27

一般・大学 男20kmW 1.43.46. 早川　晃司 + 熊本陸協 2015/01/01 明治神宮外苑 第63回元旦競歩大会 49

一般・大学 男4×100mR 40.97 熊本県選抜 熊本県選抜 2015/10/04 紀三井寺陸上競技場 第70回国民体育大会陸上競技会 予選 6 4 山村　直人⇒    北村　将大⇒    江藤　拓都⇒    斎藤　勇真

一般・大学 男4×100mR 41.34 熊本大 熊本大 2015/05/15 鴨池陸上競技場 第85回九州学生対校陸上競技選手権 決勝 4 立石　卓也⇒    高岡　晃⇒    岩永　匡史⇒    佐々木　拓

一般・大学 男4×400mR 3.15.06 熊本大 熊本大 2015/04/19 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 1 立岡　岬⇒    岩永　匡史⇒    田口　泰広⇒    高岡　晃

一般・大学 男4×400mR 3.16.88 熊本大 熊本大 2015/08/23 県総合陸上競技場 第70回九州陸上競技選手権大会 決勝 1 立石　卓也⇒    岩永　匡史⇒    高岡　晃⇒    田口　泰広

一般・大学 男走高跳 2.06 山下　　遼 2 徳山大 2015/09/06 本渡運動公園陸上競技 第４０回天草陸上競技選手権大会 決勝 1

一般・大学 男棒高跳 4.80 田代　基浩 熊本陸協 2015/04/18 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 1

一般・大学 男棒高跳 4.80 平田　祐樹 熊本陸協 2015/04/18 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 2

一般・大学 男棒高跳 4.70 木実祥一朗 興農園 2015/04/18 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 4

一般・大学 男走幅跳 7.32 1.3 坂田銀次郎 2 法大 2015/11/01 国士舘大学陸上競技場 第７回国士舘大学競技会 決勝 A 1

一般・大学 男砲丸投(7.260kg) 14.88 吉川　巧哉 1+ 鹿屋体大 2015/03/21 鹿屋体育大学陸上競技場 第１回鹿屋体育大学春季競技会 決勝 1

一般・大学 男砲丸投(7.260kg) 14.15 谷口　俊輔 熊本陸協 2015/03/29 うまスタ 春季熊本陸協陸上競技記録会 決勝 1

一般・大学 男砲丸投(4.000kg) 14.41 安永　卓仁 菊池郡市 2015/09/12 熊本県民総合運動公園 第７０回熊本県民体育大会 決勝 1

一般・大学 男円盤投(2.000kg) 49.17 内賀嶋大地 4 中大 2015/06/14 ShonanBMWｽﾀｼﾞｱﾑ平塚 日本学生陸上競技個人選手権大会 決勝 6

一般・大学 男円盤投(2.000kg) 44.34 松本裕太郎 3 国士大 2015/11/07 日本休育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学陸上競技選手権 決勝 5

一般・大学 男円盤投(1.000kg) 41.45 宮原　辰美 球磨郡 2015/09/13 熊本県民総合運動公園 第７０回熊本県民体育大会 決勝 1

一般・大学 男ハンマー投(7.260kg) 59.92 野平真之介 九州共立大倶 2015/04/19 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 1

一般・大学 男ハンマー投(7.260kg) 56.41 浅野　和正 熊本陸協 2015/04/19 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 2

一般・大学 男ハンマー投(4.000kg) 15.14 津志田　司 熊本 2015/07/11 KIRISHIMAヤマザクラ県総合運動公園KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場 平成２７年度九州マスターズ陸上競技選手権・宮崎大会 決勝 1 5

一般・大学 男やり投(800g 1986〜) 63.55 原田　直紀 1 九州共立大 2015/08/23 県総合陸上競技場 第70回九州陸上競技選手権大会 決勝 8

一般・大学 男十種競技(1986〜) 5466 家入　仁志 3 徳山大 2015/05/16 岡山県陸上競技場 第69回中国四国学生対校陸上競技選手権 8 11.39/+0.2    6.82/+1.3    8.77/    1.88/    53.42/    ;15.88/-1.2    28.07/    NM/    42.42/    5.11.26

一般・大学 女100m 11.93 -0.2 野林　祐実 2 立命大 2015/10/03 紀三井寺陸上競技場 第70回国民体育大会陸上競技会 準決勝 1 5

一般・大学 女100m 12.37 0.3 田中　芹奈 1 法大 2015/07/11 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 決勝 2

一般・大学 女200m 24.65 1.2 新宅　麻未 4 中大 2015/06/12 ShonanBMWｽﾀｼﾞｱﾑ平塚 日本学生陸上競技個人選手権大会 準決勝 1 4

一般・大学 女400m 53.78 新宅　麻未 4 中大 2015/06/27 デンカビッグスワンスタジアム 第99回日本陸上競技選手権大会 決勝 1 6

一般・大学 女800m 2.12.06 犬童　純怜 1 日体大 2015/10/04 国士舘大学陸上競技場 第6回国士舘大学競技会 6 2

一般・大学 女800m 2.14.01 大多新麻友 3 福岡大 2015/06/07 長良川競技場 秩父宮賜杯第68回西日本学生陸上競技対校選手権大会 決勝 5

一般・大学 女1500m 4.28.23 斎藤　真希 肥後銀行 2015/04/25 日本休育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 第２４３回日本体育大学長距離競技会 レース 8 7

一般・大学 女1500m 4.30.40 池田絵里香 肥後銀行 2015/04/18 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 2

一般・大学 女3000m 9.29.76 池田絵里香 肥後銀行 2015/06/27 諫早 平成27年度第１回ナイター記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 3 3

一般・大学 女5000m 16.05.84 池田絵里香 肥後銀行 2015/04/04 うまスタ 第24回金栗記念選抜陸上中長距離熊本大会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 2 8

一般・大学 女5000m 16.21.28 上野由香子 肥後銀行 2015/10/10 益城町総合 第３回熊本県長距離記録会 予選 1 1

一般・大学 女5000m 16.21.69 村岡　実生 3 名城大 2015/05/09 西階陸上競技場 ゴールデンゲームズinのべおか 決勝 B 12

一般・大学 女5000m 16.23.07 坂本　えり 肥後銀行 2015/09/26 諫早 平成27年度第３回ナイター記録会 決勝 8

一般・大学 女5000m 16.23.23 猪原　千佳 肥後銀行 2015/06/06 日本体育大学健志台陸上競技場 第245回日本体育大学長距離競技会 2 10



一般・大学 女5000m 16.25.20 坂元　えり 肥後銀行 2015/04/25 日本休育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 第２４３回日本体育大学長距離競技会 レース 2 15

一般・大学 女5000m 16.25.56 勝木　順子 2 仏教大 2015/04/13 西京極陸上競技場 第79回京都学生対校陸上競技選手権 決勝 2

一般・大学 女5000m 16.25.88 蓮池　杏奈 肥後銀行 2015/10/10 益城町総合 第３回熊本県長距離記録会 予選 1 2

一般・大学 女5000m 16.28.21 斎藤　真希 肥後銀行 2015/11/14 日本体育大学健志台陸上競技場 第２４７回日本体育大学長距離競技会 4 7

一般・大学 女5km 16.20. 池田絵里香 肥後銀行 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 5

一般・大学 女10000m 33.16.25 池田絵里香 肥後銀行 2015/05/16 北九州市立鞘ケ谷競技場 第58回九州実業団陸上競技選手権 決勝 1 4

一般・大学 女10000m 33.33.46 村岡　実生 3 名城大 2015/04/25 日本休育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 第２４３回日本体育大学長距離競技会 レース 1 12

一般・大学 女10000m 33.58.38 蓮池　杏奈 肥後銀行 2015/05/16 北九州市立鞘ケ谷競技場 第58回九州実業団陸上競技選手権 決勝 1 9

一般・大学 女10000m 34.01.61 坂元　えり 肥後銀行 2015/05/16 北九州市立鞘ケ谷競技場 第58回九州実業団陸上競技選手権 決勝 1 10

一般・大学 女10000m 34.32.13 上野由香子 肥後銀行 2015/05/16 北九州市立鞘ケ谷競技場 第58回九州実業団陸上競技選手権 決勝 1 13

一般・大学 女10000m 34.42.54 猪原　千佳 肥後銀行 2015/05/16 北九州市立鞘ケ谷競技場 第58回九州実業団陸上競技選手権 決勝 1 16

一般・大学 女10000m 34.56.93 浜田　美蘭 肥後銀行 2015/05/16 北九州市立鞘ケ谷競技場 第58回九州実業団陸上競技選手権 決勝 1 17

一般・大学 女10km 33.32. 猪原　千佳 肥後銀行 2015/02/08 唐津１０マイルコース 第55回唐津10マイルロードレース大会（10マイル・10km・５km） 4

一般・大学 女10km 34.57. 蓮池　杏奈 肥後銀行 2015/02/15 熊本市 第59回金栗記念熊日30Kロードレース +30

一般・大学 女10km 34.57. 野田　沙織 4+ 大阪学院大 2015/02/15 熊本市 第59回金栗記念熊日30Kロードレース +30

一般・大学 女10km 34.57. 村岡　実生 2+ 名城大 2015/03/15 まつえレディースハーフマラソンコース 第18回日本学生女子ハーフマラソン陸上競技選手権 +HM

一般・大学 女15km 52.36. 野田　沙織 4+ 大阪学院大 2015/02/15 熊本市 第59回金栗記念熊日30Kロードレース +30

一般・大学 女15km 52.37. 蓮池　杏奈 肥後銀行 2015/02/15 熊本市 第59回金栗記念熊日30Kロードレース +30

一般・大学 女20km 1.09.44. 野田　沙織 4+ 大阪学院大 2015/02/15 熊本市 第59回金栗記念熊日30Kロードレース +30

一般・大学 女20km 1.10.27. 蓮池　杏奈 肥後銀行 2015/02/15 熊本市 第59回金栗記念熊日30Kロードレース +30

一般・大学 女20km 1.11.38. 村岡　実生 2+ 名城大 2015/03/15 まつえレディースハーフマラソンコース･10km 第36回まつえレディースハーフマラソン（21.0975km10km） +HM

一般・大学 女20km 1.12.15. 坂元　えり 5+ 肥後銀行 2015/02/15 山口循環ハーフマラソンコース 第43回全日本実業団ハーフマラソン +HM

一般・大学 女20km 1.12.26. 上野由香子 4+ 大阪学院大 2015/01/25 大阪ハーフマラソンコース 大阪ハーフマラソン +HM

一般・大学 女20km 1.12.26. 浜田　美蘭 4+ 肥後銀行 2015/02/15 山口循環ハーフマラソンコース 第43回全日本実業団ハーフマラソン +HM

一般・大学 女ハーフマラソン 1.15.29. 村岡　実生 2+ 名城大 2015/03/15 まつえレディースハーフマラソンコース 第18回日本学生女子ハーフマラソン陸上競技選手権 22

一般・大学 女ハーフマラソン 1.16.20. 坂元　えり 5+ 肥後銀行 2015/02/15 山口循環ハーフマラソンコース 第43回全日本実業団ハーフマラソン 39

一般・大学 女ハーフマラソン 1.16.21. 浜田　美蘭 4+ 肥後銀行 2015/02/15 山口循環ハーフマラソンコース 第43回全日本実業団ハーフマラソン 40

一般・大学 女ハーフマラソン 1.16.25. 上野由香子 4+ 大阪学院大 2015/01/25 大阪ハーフマラソンコース 大阪ハーフマラソン 12

一般・大学 女ハーフマラソン 1.17.21. 辻　　　笑 1+ 福岡大 2015/03/15 まつえレディースハーフマラソンコース･10km 第36回まつえレディースハーフマラソン（21.0975km10km） 61

一般・大学 女ハーフマラソン 1.17.23. 岩浪　　幸 3+ 福岡大 2015/03/15 まつえレディースハーフマラソンコース 第18回日本学生女子ハーフマラソン陸上競技選手権 39

一般・大学 女25km 1.27.16. 野田　沙織 4+ 大阪学院大 2015/02/15 熊本市 第59回金栗記念熊日30Kロードレース +30

一般・大学 女25km 1.29.31. 蓮池　杏奈 肥後銀行 2015/02/15 熊本市 第59回金栗記念熊日30Kロードレース +30

一般・大学 女25km 1.34.48. 堤　万悠子 5+ 肥後銀行 2015/02/15 熊本市 第59回金栗記念熊日30Kロードレース +30

一般・大学 女25km 1.37.36. 吉松　千草 - 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン +MR

一般・大学 女30km 1.45.00. 野田　沙織 4+ 大阪学院大 2015/02/15 熊本市 第59回金栗記念熊日30Kロードレース 1

一般・大学 女30km 1.48.46. 蓮池　杏奈 肥後銀行 2015/02/15 熊本市 第59回金栗記念熊日30Kロードレース 4

一般・大学 女30km 1.54.40. 堤　万悠子 5+ 肥後銀行 2015/02/15 熊本市 第59回金栗記念熊日30Kロードレース 7

一般・大学 女30km 1.57.37. 吉松　千草 熊本県 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン +MR

一般・大学 女35km 2.18.02. 吉松　千草 熊本県 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン +MR

一般・大学 女35km 2.20.36. 堤　万悠子 肥後銀行 2015/08/30 北海道マラソン ２０15北海道マラソン(42.195km/21.0975km/10km) +MR

一般・大学 女マラソン 2.49.30. 吉松　千草 熊本陸協 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン 1

一般・大学 女マラソン 2.50.41. 堤　万悠子 肥後銀行 2015/08/30 北海道マラソン ２０15北海道マラソン(42.195km/21.0975km/10km) 17

一般・大学 女マラソン 2.58.45. 大城戸順子 熊本ＣＡＣ 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン 2

一般・大学 女マラソン 2.59.00. 一村多美代 熊本陸協 2015/01/25 大阪国際女子長距離競 第34回大阪国際女子マラソン 62

一般・大学 女マラソン 2.59.49. 松野　明美 - 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン 3

一般・大学 女マラソン 3.01.04. 前田　淳子 熊本ＣＡＣ 2015/01/25 大阪国際女子長距離競 第34回大阪国際女子マラソン 76

一般・大学 女マラソン 3.04.56. 後藤　純子 熊本ＣＡＣ 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン 4

一般・大学 女100mH(83.8cm_8.5m) 13.73 0.7 佐竹　春南 4 徳山大 2015/06/07 長良川競技場 秩父宮賜杯第68回西日本学生陸上競技対校選手権大会 決勝 4

一般・大学 女100mH(83.8cm_8.5m) 14.54 -0.3 野上　里沙 2 徳山大 2015/09/27 愛媛県総合運動公園 第3回愛媛陸上競技協会強化記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1

一般・大学 女400mH(76.2cm_35.0m) 1.00.76 佐竹　春南 4 徳山大 2015/05/17 岡山県陸上競技場 第69回中国四国学生対校陸上競技選手権 決勝 1

一般・大学 女3000mSC(76.2cm) 10.22.41 辻　　　笑 2 福岡大 2015/09/13 長居 天皇賜盃第84回日本学生陸上競技対校選手権大会 決勝 4

一般・大学 女3000mSC(76.2cm) 10.54.05 児玉　実咲 4 大体大 2015/09/12 長居 天皇賜盃第84回日本学生陸上競技対校選手権大会 予選 1 9



一般・大学 女4×100mR 46.10 熊本県選抜 熊本県選抜 2015/10/05 紀三井寺陸上競技場 第70回国民体育大会陸上競技会 準決勝 1 3 加藤　みなみ⇒    宮崎　亜美香⇒    野林　祐実⇒    吉良　愛美

一般・大学 女4×100mR 46.43 熊本県選抜 熊本県選抜 2015/10/04 紀三井寺陸上競技場 第70回国民体育大会陸上競技会 予選 3 2 加藤　みなみ⇒    酒井　優香⇒    野林　祐実⇒    吉良　愛美

一般・大学 女4×100mR 47.69 八代市 八代市 2015/04/05 大牟田市御大典記念ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 第68回全九州都市対抗 決勝 1 2 有働　陽奈子⇒    木村　綾香⇒    矢田　恵理⇒    深川　恵充

一般・大学 女走高跳 1.65 古川　彩香 3 福岡大 2015/06/07 長良川競技場 秩父宮賜杯第68回西日本学生陸上競技対校選手権大会 決勝 1 3

一般・大学 女走幅跳 5.87 1.3 中尾　有沙 M2+ 祐和会 2015/03/29 うまスタ 春季熊本陸協陸上競技記録会 決勝 1

一般・大学 女走幅跳 5.76 1.8 太田小咲稀 3 福岡大 2015/08/02 福岡大学陸上競技場 平成27年度第2回福岡大競技会 決勝 5

一般・大学 女走幅跳 5.58 0.1 佐竹　春南 4 徳山大 2015/04/19 うまスタ 熊本陸上競技選手権 HEP

一般・大学 女三段跳 13.09 2.0 中尾　有沙 祐和会 2015/06/26 デンカビッグスワンスタジアム 第99回日本陸上競技選手権大会 決勝 1 1

一般・大学 女三段跳 12.19 2.0 満崎　千里 2 熊本大 2015/06/20 福岡大学陸上競技場 第2回九州学連競技会 決勝 1

一般・大学 女三段跳 11.53 1.3 藤沢　澄香 M2 熊本大 2015/09/27 久留米総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 第43回九州学生陸上競技選手権大会 決勝 4

一般・大学 女砲丸投(4.000kg) 12.20 小塚　美咲 2 熊本大 2015/04/18 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 1

一般・大学 女円盤投(1.000kg) 43.51 江島　成美 熊本市 2015/09/12 熊本県民総合運動公園 第７０回熊本県民体育大会 決勝 1

一般・大学 女やり投(600g 1999〜) 45.75 高瀬　怜奈 M1 熊本大 2015/05/17 鴨池陸上競技場 第85回九州学生対校陸上競技選手権 HEP

一般・大学 女やり投(600g 1999〜) 45.56 静　　早紀 2 熊本大 2015/09/27 久留米総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 第43回九州学生陸上競技選手権大会 HEP

一般・大学 女やり投(600g 1999〜) 43.78 池辺亜祐美 熊本陸協 2015/04/19 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 1

一般・大学 女七種競技(1999〜) 5011 佐竹　春南 4 徳山大 2015/05/16 岡山県陸上競技場 第69回中国四国学生対校陸上競技選手権 1 14.26/-2.5    1.60/    9.32/    25.69/-0.2    ;5.55/0.0    31.03/    2.20.78

一般・大学 女七種競技(1999〜) 4600 高瀬　怜奈 M1 熊本大 2015/05/17 鴨池陸上競技場 第85回九州学生対校陸上競技選手権 2 15.78/-0.2    1.55/    11.32/    28.07/+0.5    ;5.16/+0.6    45.75/    2.41.19

一般・大学 女七種競技(1999〜) 3813 静　　早紀 2 熊本大 2015/04/19 うまスタ 熊本陸上競技選手権 2 17.41/-0.6    1.35/    9.49/    28.39/+0.1    ;4.16/+0.5    45.18/    2.38.16

高校 男100m 10.49 1.6 斎藤　勇真 2 九州学院高 2015/10/02 紀三井寺陸上競技場 第70回国民体育大会陸上競技会 準決勝 3 3

高校 男100m 10.70 1.2 有働　　雄 3 鹿本高 2015/07/11 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 決勝 2

高校 男100m 10.72 1.2 瀬川　湧馬 2 熊本中央高 2015/07/11 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 決勝 3

高校 男100m 10.82 1.2 茨木　　蓮 3 熊本中央高 2015/07/11 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 決勝 4

高校 男100m 10.83 -0.4 松原秀一郎 3 九州学院高 2015/09/26 熊本市水前寺競技場 第２４８回熊本市陸上競技記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1

高校 男100m 10.86 1.2 中村　拓都 3 九州学院高 2015/07/11 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 決勝 5

高校 男100m 10.92 2.0 武田　士湧 3 玉名工高 2015/05/05 御大典記念グランド 第32回大牟田陸上 決勝 2

高校 男100m 10.94 1.2 今村　　光 3 熊本西高 2015/07/11 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 決勝 6

高校 男100m 10.97 0.4 徳本　優太 2 九州学院高 2015/05/30 うまスタ 熊本県高校総体 準決勝 3 1

高校 男100m 10.98 0.7 安永　尚斗 2 八代高 2015/09/19 うまスタ 第33回全九州高等学校陸上競技新人対校選手権大会熊本県予選 準決勝 2 2

高校 男200m 21.32 -0.9 斎藤　勇真 2 九州学院高 2015/10/18 瑞穂公園陸上競技場 第9回日本ユース陸上競技選手権大会 決勝 1 1

高校 男200m 21.33 0.8 山本　賢志 2+ 天草工高 2015/03/29 うまスタ 春季熊本陸協陸上競技記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1

高校 男200m 21.55 1.5 江藤　拓都 3 九州学院高 2015/05/31 うまスタ 熊本県高校総体 準決勝 1 1

高校 男200m 21.81 1.1 有働　　雄 3 鹿本高 2015/05/31 うまスタ 熊本県高校総体 準決勝 2 1

高校 男200m 21.88 0.5 幸村　康平 2 八代高 2015/10/11 長崎県総合 平成27年度全九州高等学校体育大会 決勝 6

高校 男200m 21.94 1.1 松原秀一郎 3 九州学院高 2015/05/31 うまスタ 熊本県高校総体 準決勝 2 2

高校 男200m 21.97 -1.5 中村　拓都 3 九州学院高 2015/08/01 紀三井寺公園陸上競技場 第68回全国高校対校選手権 予選 5 5

高校 男200m 22.17 1.1 安永　尚斗 2 八代高 2015/05/31 うまスタ 熊本県高校総体 準決勝 2 3

高校 男300m 33.25 江藤　拓都 3 九州学院高 2015/08/30 ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居 第３回全国高等学校陸上競技選抜大会 決勝 1

高校 男300m 33.53 中村　拓都 3 九州学院高 2015/08/30 ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居 第３回全国高等学校陸上競技選抜大会 決勝 2

高校 男400m 47.00 松原秀一郎 3 九州学院高 2015/10/16 瑞穂公園陸上競技場 第31回日本ジュニア陸上競技選手権大会 決勝 1 2

高校 男400m 47.43 江藤　拓都 3 九州学院高 2015/06/11 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 決勝 1

高校 男400m 47.46 山本　賢志 3 一ツ葉高 2015/10/16 瑞穂公園陸上競技場 第31回日本ジュニア陸上競技選手権大会 決勝 1 4

高校 男400m 48.53 赤崎　　陸 2 九州学院高 2015/06/11 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 決勝 3

高校 男400m 48.89 水村　航大 2 済々黌高 2015/05/03 水前寺競技場 第34回熊本市陸上競技選手権 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1

高校 男400m 49.07 瀬戸口大地 2 開新高 2015/06/11 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 決勝 8

高校 男400m 49.32 今村　　光 3 熊本西高 2015/07/12 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 2 1

高校 男800m 1.53.10 瀬戸口大地 2 開新高 2015/10/10 長崎県総合 平成27年度全九州高等学校体育大会 決勝 1

高校 男800m 1.56.57 山下　　凌 3 九州学院高 2015/06/01 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 2

高校 男800m 1.56.80 藤田　　敦 2 済々黌高 2015/06/13 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 予選 3 2

高校 男1500m 3.53.63 高田凛太郎 3 九州学院高 2015/07/29 紀三井寺公園陸上競技場 第68回全国高校対校選手権 予選 1 8

高校 男1500m 3.57.99 亀鷹　雄輝 2 九州学院高 2015/06/11 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 決勝 3

高校 男1500m 3.59.37 中神　大幸 3 市熊本千原台高 2015/04/18 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 1

高校 男3000m 8.18.54 神林　勇太 2 九州学院高 2015/04/26 神戸総合 第63回兵庫リレーカーニバル 決勝 2



高校 男3000m 8.43.07 亀鷹　雄輝 2 九州学院高 2015/04/26 神戸総合 第63回兵庫リレーカーニバル 決勝 14

高校 男3000m 8.44.09 右田　綺羅 2 熊本工高 2015/06/13 熊本市水前寺競技場 第２４５回熊本市陸上競技記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 7

高校 男3000m 8.44.89 郷　明日翔 1 九州学院高 2015/07/12 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1

高校 男5000m 14.00.35 神林　勇太 2 九州学院高 2015/11/15 日本体育大学健志台陸上競技場 第２４７回日本体育大学長距離競技会 37 16

高校 男5000m 14.28.80 中尾　聡志 3 市熊本千原台高 2015/04/29 西階陸上競技場 春季延岡陸上競技記録会 決勝 4 3

高校 男5000m 14.28.90 田上　鷹弥 3 市熊本千原台高 2015/12/06 日本体育大学健志台陸上競技場 第248回日本体育大学長距離競技会 39 3

高校 男5000m 14.29.61 中川　翔太 3 九州学院高 2015/07/11 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1

高校 男5000m 14.29.75 亀鷹　雄輝 2 九州学院高 2015/05/09 西階陸上競技場 ゴールデンゲームズinのべおか 決勝 I 1

高校 男5000m 14.32.18 高田凛太郎 3 九州学院高 2015/05/09 西階陸上競技場 ゴールデンゲームズinのべおか 決勝 H 4

高校 男5000m 14.35.51 西田　壮志 2 九州学院高 2015/05/09 西階陸上競技場 ゴールデンゲームズinのべおか 決勝 I 3

高校 男5000m 14.37.43 赤崎　　暁 3 開新高 2015/10/10 益城町総合 第３回熊本県長距離記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 7 1

高校 男5000m 14.40.83 田上　　建 2 九州学院高 2015/10/10 長崎県総合 平成27年度全九州高等学校体育大会 決勝 4

高校 男5000m 14.42.01 坂田　　光 3 九州学院高 2015/07/11 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 2

高校 男5000m 14.45.93 上村　臣平 3 九州学院高 2015/05/09 西階陸上競技場 ゴールデンゲームズinのべおか 決勝 H 9

高校 男5000m 14.46.99 山瀬　大成 3 市熊本千原台高 2015/12/06 日本体育大学健志台陸上競技場 第248回日本体育大学長距離競技会 35 10

高校 男5000m 14.48.19 西崎　智也 2 鎮西高 2015/10/10 長崎県総合 平成27年度全九州高等学校体育大会 決勝 8

高校 男5000m 14.49.67 右田　綺羅 2 熊本工高 2015/10/10 益城町総合 第３回熊本県長距離記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 7 4

高校 男5000m 14.51.46 加藤　純平 2 九州学院高 2015/06/13 熊本市水前寺競技場 第２４５回熊本市陸上競技記録会 決勝 1

高校 男5000m 14.52.13 仲原　圭亮 3 開新高 2015/10/10 益城町総合 第３回熊本県長距離記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 7 7

高校 男5000m 14.53.08 藤岡　賢蔵 2 市熊本千原台高 2015/12/06 日本体育大学健志台陸上競技場 第248回日本体育大学長距離競技会 37 29

高校 男5000m 14.53.77 山城ケイン 2 九州学院高 2015/05/09 西階陸上競技場 ゴールデンゲームズinのべおか 決勝 I 4

高校 男5000m 14.53.79 岩崎　大悟 3 熊本高専八代 2015/10/10 益城町総合 第３回熊本県長距離記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝総合 8

高校 男5000m 14.53.95 児玉　朋大 2 市熊本千原台高 2015/04/29 西階陸上競技場 春季延岡陸上競技記録会 決勝 4 23

高校 男5000m 14.54.81 酒井　　駿 3 開新高 2015/10/10 益城町総合 第３回熊本県長距離記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 7 9

高校 男5000m 14.55.11 中神　大幸 3 市熊本千原台高 2015/12/06 日本体育大学健志台陸上競技場 第248回日本体育大学長距離競技会 29 10

高校 男5000m 14.57.12 新立竜ノ介 3 秀岳館高 2015/10/10 益城町総合 第３回熊本県長距離記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝総合 10

高校 男5000m 14.58.24 馬場　凌太 3 市熊本千原台高 2015/12/06 日本体育大学健志台陸上競技場 第248回日本体育大学長距離競技会 28 6

高校 男5000m 14.59.20 上田　結也 3 九州学院高 2015/09/26 熊本市水前寺競技場 第２４８回熊本市陸上競技記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 3

高校 男10km 30.15. 宗　　直輝 3 鳥栖工高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 1

高校 男10km 30.20. 吉武　佑真 2 鳥栖工高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 2

高校 男10km 30.23. 井手　孝一 2 鳥栖工高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 3

高校 男10km 30.29. 松下　　良 3 鳥栖工高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 4

高校 男10km 30.31. 米満　　怜 3 大牟田高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 5

高校 男10km 30.36. 上村　臣平 3 九州学院高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 6

高校 男10km 30.38. 大坪桂一郎 3 鳥栖工高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 7

高校 男10km 30.41. 酒井　　駿 3 開新高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 8

高校 男10km 30.45. 米野　航成 2 鳥栖工高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 9

高校 男10km 30.46. 右田　綺羅 2 熊本工高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 10

高校 男10km 30.49. 添田　知宏 3 鳥栖工高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 11

高校 男10km 30.56. 加藤　純平 2 九州学院高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 12

高校 男10km 31.00. 永田　大智 2 九州学院高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 13

高校 男10km 31.10. 仲原　圭亮 3 開新高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 14

高校 男10km 31.11. 中尾　聡志 2+ 市熊本千原台高 2015/01/10 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第67回熊本市ロードレース大会 1

高校 男10km 31.12. 亀鷹　雄輝 1+ 九州学院高 2015/01/10 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第67回熊本市ロードレース大会 2

高校 男10km 31.13. 木村　光佑 3+ 九州学院高 2015/01/10 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第67回熊本市ロードレース大会 3

高校 男10km 31.14. 松本　　瞬 2 九州学院高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 15

高校 男10km 31.14. 大蔵　洋人 1+ 九州学院高 2015/01/10 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第67回熊本市ロードレース大会 4

高校 男10km 31.18. 倉岡　　輝 1 熊本工高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 16

高校 男10km 31.21. 田尻　　健 1 開新高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 17

高校 男10km 31.21. 古場　京介 3+ 市熊本千原台高 2015/01/10 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第67回熊本市ロードレース大会 6

高校 男10km 31.22. 渡辺　大智 3 熊本国府高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 18

高校 男10km 31.24. 岩崎　大悟 2+ 熊本高専八代 2015/01/10 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第67回熊本市ロードレース大会 7



高校 男10km 31.24. 村上　将真 3+ 開新高 2015/01/10 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第67回熊本市ロードレース大会 8

高校 男10km 31.27. 森　　智哉 1 鳥栖工高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 19

高校 男10km 31.28. 郷　明日翔 1 九州学院高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 20

高校 男10km 31.28. 宮本　勝志 2 鎮西高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 21

高校 男10km 31.30. 赤崎　　暁 3 開新高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 22

高校 男10km 31.32. 村田　智哉 1 鳥栖工高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 23

高校 男10km 31.36. 山下龍一郎 1 熊本国府高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 24

高校 男10km 31.37. 宮尾　昌樹 3 熊本工高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 25

高校 男10km 31.42. 浦川　良夢 2 鎮西高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 26

高校 男10km 31.44. 宮崎柔之介 3 熊本国府高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 27

高校 男10km 31.45. 窪田　貴大 2 九州学院高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 29

高校 男10km 31.49. 中野　駿斗 1 鳥栖工高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 30

高校 男10km 31.50. 田尻　悠成 1 九州学院高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 31

高校 男10km 31.51. 高津　康頌 2 熊本工高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 32

高校 男10km 31.51. 反頭　修斗 2 開新高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 33

高校 男10km 31.53. 浜田倫太朗 3 九州学院高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 34

高校 男10km 31.55. 増田龍之介 2 開新高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 36

高校 男20km 1.23.04. 工藤　健司 1+ - 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン +MR

高校 男ハーフマラソン 1.27.35. 工藤　健司 1+ - 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン +MR

高校 男25km 1.43.52. 工藤　健司 1+ - 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン +MR

高校 男30km 2.04.46. 工藤　健司 1+ - 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン +MR

高校 男35km 2.26.00. 工藤　健司 1+ - 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン +MR

高校 男マラソン 2.58.05. 工藤　健司 1+ - 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン 143

高校 男110mH(106.7cm_9.14m) 15.27 0.1 水村　大樹 3 大津高 2015/08/02 紀三井寺公園陸上競技場 第68回全国高校対校選手権 予選 5 5

高校 男110mH(106.7cm_9.14m) 15.32 0.8 瀬川　湧馬 2 熊本中央高 2015/09/20 うまスタ 第33回全九州高等学校陸上競技新人対校選手権大会熊本県予選 決勝 1

高校 男110mH(106.7cm_9.14m) 15.35 0.8 丹羽　勇人 1 九州学院高 2015/09/20 うまスタ 第33回全九州高等学校陸上競技新人対校選手権大会熊本県予選 決勝 2

高校 男110mH(106.7cm_9.14m) 15.37 0.1 赤池　晋弥 3 熊本中央高 2015/08/02 紀三井寺公園陸上競技場 第68回全国高校対校選手権 予選 5 7

高校 男110mH(106.7cm_9.14m) 15.38 -0.1 田中　紘樹 3 水俣高 2015/08/02 紀三井寺公園陸上競技場 第68回全国高校対校選手権 予選 1 7

高校 男110mJH(99.1cm_9.14m) 14.49 1.4 丹羽　勇人 1 九州学院高 2015/10/04 紀三井寺陸上競技場 第70回国民体育大会陸上競技会 予選 3 2

高校 男400mH(91.4cm_35.0m) 53.12 田中　紘樹 3 水俣高 2015/06/12 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 決勝 1

高校 男400mH(91.4cm_35.0m) 53.70 筒江　海斗 2 熊本西高 2015/10/10 長崎県総合 平成27年度全九州高等学校体育大会 決勝 3

高校 男400mH(91.4cm_35.0m) 53.90 中島　孝輔 3 九州学院高 2015/05/30 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 2

高校 男400mH(91.4cm_35.0m) 54.43 水村　大樹 3 大津高 2015/06/12 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 決勝 7

高校 男2000mSC(91.4cm) 5.58.10 西田　壮志 2 九州学院高 2015/04/25 神戸総合 第63回兵庫リレーカーニバル 決勝 1

高校 男2000mSC(91.4cm) 6.06.37 山城ケイン 2 九州学院高 2015/08/30 ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居 第３回全国高等学校陸上競技選抜大会 決勝 9

高校 男3000mSC(91.4cm) 9.02.84 西田　壮志 2 九州学院高 2015/06/14 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 決勝 1

高校 男3000mSC(91.4cm) 9.06.82 山瀬　大成 3 市熊本千原台高 2015/06/14 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 決勝 2

高校 男3000mSC(91.4cm) 9.06.90 渡辺　大智 3 熊本国府高 2015/06/14 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 決勝 4

高校 男3000mSC(91.4cm) 9.07.31 山城ケイン 2 九州学院高 2015/06/14 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 決勝 5

高校 男3000mSC(91.4cm) 9.07.60 谷川　恒太 3 八代東高 2015/06/14 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 決勝 6

高校 男3000mSC(91.4cm) 9.23.95 上村　臣平 3 九州学院高 2015/06/13 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 予選 1 3

高校 男3000mSC(91.4cm) 9.26.14 岩崎　大悟 3 熊本高専八代 2015/04/19 うまスタ 熊本陸上競技選手権 ﾀｲﾑﾚｰｽ 2 2

高校 男5000mW 21.59.24 境　慎太郎 3+ 熊本中央高 2015/01/25 紀三井寺公園陸上競技場 和歌山陸協競歩大会 決勝 2 6

高校 男5000mW 23.46.89 江藤　　渉 2 熊本工高 2015/10/09 長崎県総合 平成27年度全九州高等学校体育大会 決勝 7

高校 男5kmW 21.00. 境　慎太郎 3+ 熊本中央高 2015/02/15 六甲アイランド甲南大学周辺コース（日本陸連公認コース） 第98回日本陸上競技選手権男子・女子20km競歩 +10

高校 男10kmW 42.20. 境　慎太郎 3+ 熊本中央高 2015/02/15 六甲アイランド甲南大学周辺コース（日本陸連公認コース） 第98回日本陸上競技選手権男子・女子20km競歩 12

高校 男4×100mR 40.39 九州学院高 九州学院高 2015/07/30 紀三井寺公園陸上競技場 第68回全国高校対校選手権 準決勝 1 2 山村　直人⇒    中村　拓都⇒    江藤　拓都⇒    斎藤　勇真

高校 男4×100mR 40.83 九州学院高 九州学院高 2015/06/12 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 決勝 1 徳本　優太⇒    中村　拓都⇒    江藤　拓都⇒    斎藤　勇真

高校 男4×100mR 41.30 九州学院高 九州学院高 2015/04/18 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 1 山村　直人⇒    江藤　拓都⇒    徳本　優太⇒    斎藤　勇真

高校 男4×100mR 41.50 九州学院高 九州学院高 2015/04/04 うまスタ 第24回金栗記念選抜陸上中長距離熊本大会 決勝 1 松原　秀一郎⇒    江藤　拓都⇒    徳本　優太⇒    斎藤　勇真

高校 男4×100mR 41.51 九州学院高 九州学院高 2015/10/17 瑞穂公園陸上競技場 第9回日本ユース陸上競技選手権大会 予選 5 3 赤崎　陸⇒    山村　直人⇒    徳本　優太⇒    斎藤　勇真

高校 男4×100mR 41.86 八代高 八代高 2015/06/11 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 予選 4 2 江口　佳寛⇒    安永　尚斗⇒    佐々木　健太⇒    幸村　康平



高校 男4×100mR 41.99 熊本中央高 熊本中央高 2015/05/30 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 2 杉本　龍哉⇒    茨木　蓮⇒    赤池　晋弥⇒    瀬川　湧馬

高校 男4×100mR 41.99 九州学院高 九州学院高 2015/09/26 熊本市水前寺競技場 第２４８回熊本市陸上競技記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 1 山下　凌⇒    中島　孝輔⇒    中村　拓都⇒    松原　秀一郎

高校 男4×100mR 42.05 九州学院高 九州学院高 2015/05/30 うまスタ 熊本県高校総体 予選 3 1 松原　秀一郎⇒    中村　拓都⇒    江藤　拓都⇒    斎藤　勇真

高校 男4×100mR 42.06 熊本中央高 熊本中央高 2015/04/04 うまスタ 第24回金栗記念選抜陸上中長距離熊本大会 決勝 2 杉本　龍哉⇒    茨木　蓮⇒    赤池　晋弥⇒    小島　大典

高校 男4×100mR 42.10 鹿本高 鹿本高 2015/05/30 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 3 森本　晃生⇒    有働　雄⇒    山口　卓哉⇒    坂口　恭介

高校 男4×100mR 42.16 熊本中央高 熊本中央高 2015/08/21 県総合陸上競技場 第70回九州陸上競技選手権大会 予選 2 3 杉本　龍哉⇒    瀬川　湧馬⇒    柴田　祥志⇒    小島　大典

高校 男4×100mR 42.21 九州学院高 九州学院高 2015/09/18 うまスタ 第33回全九州高等学校陸上競技新人対校選手権大会熊本県予選 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1 万寿　洸樹⇒    山村　直人⇒    赤崎　陸⇒    斎藤　勇真

高校 男4×100mR 42.29 熊本中央高 熊本中央高 2015/10/10 長崎県総合 平成27年度全九州高等学校体育大会 決勝 7 杉本　龍哉⇒    柴田　祥二⇒    太田　樹⇒    瀬川　湧馬

高校 男4×100mR 42.36 八代高 八代高 2015/10/09 長崎県総合 平成27年度全九州高等学校体育大会 予選 3 2 宮永　凌汰⇒    安永　尚斗⇒    林　凌平⇒    幸村　康平

高校 男4×100mR 42.44 熊本中央高 熊本中央高 2015/09/18 うまスタ 第33回全九州高等学校陸上競技新人対校選手権大会熊本県予選 決勝 2 杉本　龍哉⇒    柴田　祥志⇒    太田　樹⇒    瀬川　湧馬

高校 男4×100mR 42.48 玉名工高 玉名工高 2015/05/30 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 5 武田　士湧⇒    堀田　智也⇒    木村　　元輝⇒    服部　駿

高校 男4×400mR 3.10.18 九州学院高 九州学院高 2015/08/02 紀三井寺公園陸上競技場 第68回全国高校対校選手権 決勝 1 1 赤崎　陸⇒    松原　秀一郎⇒    中村　拓都⇒    江藤　拓都

高校 男4×400mR 3.10.56 九州学院高 九州学院高 2015/10/24 日産スタジアム 第99回日本選手権リレー 予選 2 2 斎藤　勇真⇒    松原　秀一郎⇒    中村　拓都⇒    江藤　拓都

高校 男4×400mR 3.14.04 九州学院高 九州学院高 2015/06/14 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 決勝 1 斎藤　勇真⇒    赤崎　陸⇒    中村　拓都⇒    江藤　拓都

高校 男4×400mR 3.17.36 九州学院高 九州学院高 2015/04/19 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 2 赤崎　陸⇒    松原　秀一郎⇒    中村　拓都⇒    中島　孝輔

高校 男4×400mR 3.17.46 九州学院高 九州学院高 2015/10/11 長崎県総合 平成27年度全九州高等学校体育大会 決勝 2 万寿　洸樹⇒    赤崎　陸⇒    山村　直人⇒    斎藤　勇真

高校 男4×400mR 3.19.15 八代高 八代高 2015/09/20 うまスタ 第33回全九州高等学校陸上競技新人対校選手権大会熊本県予選 決勝 2 宮永　凌汰⇒    安永　尚斗⇒    林　凌平⇒    幸村　康平

高校 男4×400mR 3.19.26 熊本西高 熊本西高 2015/06/01 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 2 出田　雅士⇒    今村　光⇒    鳴川　教介⇒    筒江　海斗

高校 男4×400mR 3.19.34 九州学院高 九州学院高 2015/06/13 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 予選 3 1 斎藤　勇真⇒    赤崎　陸⇒    中島　孝輔⇒    中村　拓都

高校 男4×400mR 3.19.98 八代高 八代高 2015/06/01 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 3 江口　佳寛⇒    宮永　凌汰⇒    安永　尚斗⇒    田並　和也

高校 男4×400mR 3.20.13 九州学院高 九州学院高 2015/10/10 長崎県総合 平成27年度全九州高等学校体育大会 予選 3 1 中村　須晴⇒    山村　直人⇒    万寿　洸樹⇒    赤崎　陸

高校 男4×400mR 3.20.14 九州学院高 九州学院高 2015/04/19 うまスタ 熊本陸上競技選手権 予選 3 1 斎藤　勇真⇒    松原　秀一郎⇒    赤崎　陸⇒    江藤　拓都

高校 男4×400mR 3.20.27 玉名工高 玉名工高 2015/06/01 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 4 木村　　元輝⇒    武田　士湧⇒    服部　駿⇒    堀田　智也

高校 男4×400mR 3.20.56 熊本中央高 熊本中央高 2015/06/01 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 5 杉本　龍哉⇒    茨木　蓮⇒    日高　修杜⇒    小島　大典

高校 男4×400mR 3.20.62 済々黌高 済々黌高 2015/04/19 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 3 田中　滉大⇒    水村　航大⇒    藤田　敦⇒    河野　達也

高校 男4×400mR 3.21.17 済々黌高 済々黌高 2015/06/14 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 決勝 7 田中　滉大⇒    水村　航大⇒    中村　陸⇒    河野　達也

高校 男4×400mR 3.21.32 済々黌高 済々黌高 2015/06/01 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 6 田中　滉大⇒    水村　航大⇒    堀川　燿平⇒    河野　達也

高校 男棒高跳 5.00 中村　　仁 3 九州学院高 2015/07/30 紀三井寺公園陸上競技場 第68回全国高校対校選手権 決勝 1 5

高校 男三段跳 14.42 1.5 阪梨　祐介 3 鹿本高 2015/07/12 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 決勝 1

高校 男三段跳 14.15 0.0 磯崎　雄大 3 人吉高 2015/07/12 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 決勝 2

高校 男三段跳 13.90 1.3 中浜　嘉紀 3 熊本工高 2015/06/01 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 1

高校 男砲丸投(6.000kg) 14.33 吉川　敦紀 3 八代高 2015/05/29 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 1

高校 男ハンマー投(6.000kg) 56.47 山崎　功博 3 八代工高 2015/06/01 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 1

高校 男やり投(800g 1986〜) 63.64 谷川　健太 3 熊本工高 2015/05/30 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 1

高校 男やり投(800g 1986〜) 62.54 愛甲　淳揮 3 牛深高 2015/04/19 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 1

高校 男やり投(800g 1986〜) 58.58 原田　直紀 3+ 多良木高 2015/03/29 うまスタ 春季熊本陸協陸上競技記録会 決勝 2

高校 男やり投(800g 1986〜) 58.42 浜元伸乃介 2 牛深高 2015/10/10 長崎県総合 平成27年度全九州高等学校体育大会 決勝 3

高校 男やり投(800g 1986〜) 56.02 小材　　海 3 松橋高 2015/04/19 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 5

高校 男やり投(800g 1986〜) 55.86 出田　雅士 3 熊本西高 2015/04/19 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 6

高校 男やり投(800g 1986〜) 55.00 神田　和也 2 天草工高 2015/09/20 うまスタ 第33回全九州高等学校陸上競技新人対校選手権大会熊本県予選 決勝 2

高校 男八種競技(高校2006〜) 5223 藤本　奏太 3 大津高 2015/06/12 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 2 11.26/+0.9    6.59/+2.3    9.03/    50.39/    ;15.68/+0.6    42.37/    1.76/    4.47.05

高校 男八種競技(高校2006〜) 5177 斎藤　勝海 3 熊本中央高 2015/06/12 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 3 11.39/+0.9    6.65/+0.7    8.73/    51.37/    ;16.00/+0.6    46.41/    1.73/    4.41.96

高校 男八種競技(高校2006〜) 5073 出田　雅士 3 熊本西高 2015/06/12 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 4 11.54/+0.9    6.32/+1.8    10.33/    51.18/    ;16.53/+0.6    51.73/    1.58/    4.41.82

高校 男八種競技(高校2006〜) 4711 堤　　一志 2 熊本北高 2015/06/12 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 7 11.60/+0.9    6.14/+0.5    8.00/    50.52/    ;16.86/+0.6    39.28/    1.64/    4.46.79

高校 男八種競技(高校2006〜) 4611 岩尾　謙信 2 大津高 2015/10/10 長崎県総合 平成27年度全九州高等学校体育大会 7 11.77/-0.1    6.03/+1.4    9.19/    53.35/    ;16.71/-0.4    41.09/    1.65/    4.53.06

高校 女100m 11.82 1.5 宮崎亜美香 2 市熊本必由館高 2015/10/02 紀三井寺陸上競技場 第70回国民体育大会陸上競技会 準決勝 1 2

高校 女100m 12.01 0.9 酒井　優香 3 熊本商高 2015/05/30 うまスタ 熊本県高校総体 準決勝 2 1

高校 女100m 12.02 1.0 深川　恵充 3 八代東高 2015/10/17 瑞穂公園陸上競技場 第31回日本ジュニア陸上競技選手権大会 予選 1 2

高校 女100m 12.31 1.9 木村　綾香 3 八代東高 2015/04/05 大牟田市御大典記念ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 第68回全九州都市対抗 決勝 1 2

高校 女100m 12.38 1.6 加藤みなみ 1 熊本中央高 2015/07/11 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 決勝 1

高校 女100m 12.47 1.9 久家　郁香 3 山鹿市高 2015/04/05 大牟田市御大典記念ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 第68回全九州都市対抗 決勝 1 4

高校 女100m 12.59 0.7 蓑毛明日香 2 人吉高 2015/05/30 うまスタ 熊本県高校総体 準決勝 1 2



高校 女100m 12.59 -0.1 有働陽奈子 2 八代東高 2015/09/19 うまスタ 第33回全九州高等学校陸上競技新人対校選手権大会熊本県予選 決勝 2

高校 女200m 24.49 -0.6 宮崎亜美香 2 市熊本必由館高 2015/06/01 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 1

高校 女200m 24.90 -0.6 酒井　優香 3 熊本商高 2015/06/01 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 2

高校 女200m 25.59 -0.6 木村　綾香 3 八代東高 2015/06/01 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 3

高校 女400m 56.75 宮崎亜美香 2 市熊本必由館高 2015/07/12 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 決勝 1

高校 女400m 57.35 河津　真由 2 熊本北高 2015/07/29 紀三井寺公園陸上競技場 第68回全国高校対校選手権 予選 8 4

高校 女400m 57.61 坂口　　舞 3 熊本商高 2015/06/11 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 決勝 3

高校 女800m 2.11.97 今村菜々子 3 文徳高 2015/06/01 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 1

高校 女800m 2.14.97 秋山　祐妃 2 熊本信愛女高 2015/06/01 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 2

高校 女800m 2.15.97 宮崎さやか 1 文徳高 2015/06/13 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 予選 2 2

高校 女800m 2.16.09 嶋永　有紗 2 熊本信愛女高 2015/06/01 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 3

高校 女800m 2.16.98 西　　香織 3 九州学院高 2015/05/31 うまスタ 熊本県高校総体 準決勝 1 2

高校 女1500m 4.30.00 高野　鈴菜 3 有明高 2015/06/12 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 決勝 7

高校 女1500m 4.30.35 矢田みくに 1 ルーテル学院高 2015/06/12 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 決勝 8

高校 女1500m 4.31.77 今村菜々子 3 文徳高 2015/05/30 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 1

高校 女1500m 4.34.44 森　　磨皓 1 有明高 2015/07/11 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 3

高校 女1500m 4.35.25 宮崎さやか 1 文徳高 2015/07/11 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 4

高校 女1500m 4.35.97 嶋永　有紗 2 熊本信愛女高 2015/05/30 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 4

高校 女1500m 4.36.66 秋山　祐妃 2 熊本信愛女高 2015/05/30 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 5

高校 女3000m 9.29.23 矢田みくに 1 ルーテル学院高 2015/06/14 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 決勝 3

高校 女3000m 9.33.03 中川　京香 3 熊本信愛女高 2015/04/04 うまスタ 第24回金栗記念選抜陸上中長距離熊本大会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 4 1

高校 女3000m 9.34.12 大野　遥香 2 ルーテル学院高 2015/07/11 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1

高校 女3000m 9.48.69 秋山　祐妃 2 熊本信愛女高 2015/07/11 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 2

高校 女3000m 9.50.57 吉野　双葉 3 有明高 2015/07/11 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 3

高校 女3000m 9.51.12 枝尾　祐希 1 熊本信愛女高 2015/06/01 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 4

高校 女3000m 9.51.39 緒方咲希乃 2 市熊本千原台高 2015/09/20 うまスタ 第33回全九州高等学校陸上競技新人対校選手権大会熊本県予選 ﾀｲﾑﾚｰｽ 2 2

高校 女3000m 9.51.75 高野　鈴菜 3 有明高 2015/06/01 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 5

高校 女3000m 9.51.97 井手尾茉鈴 3 熊本信愛女高 2015/06/01 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 6

高校 女3000m 9.52.81 松原　冴華 2 熊本信愛女高 2015/09/20 うまスタ 第33回全九州高等学校陸上競技新人対校選手権大会熊本県予選 ﾀｲﾑﾚｰｽ 2 3

高校 女3000m 9.53.43 野口　明華 2 市熊本千原台高 2015/09/20 うまスタ 第33回全九州高等学校陸上競技新人対校選手権大会熊本県予選 ﾀｲﾑﾚｰｽ 2 4

高校 女3000m 9.55.30 井本恵理香 3 開新高 2015/09/05 佐賀総運場陸上競技場 第４回佐賀長距離陸上記録会兼マスターズ記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 2 6

高校 女3000m 9.56.44 今村菜々子 3 文徳高 2015/10/10 益城町総合 第３回熊本県長距離記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝総合 7

高校 女3000m 9.58.94 森沢　彩乃 2 ルーテル学院高 2015/07/11 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 5

高校 女3000m 9.59.60 案浦　鈴香 3 文徳高 2015/07/11 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 6

高校 女5000m 16.12.07 中川　京香 3 熊本信愛女高 2015/04/18 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 1

高校 女5km 16.18. 一山　麻緒 3 出水中央高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 4

高校 女5km 16.59. 緒方咲希乃 2 市熊本千原台高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 12

高校 女5km 17.09. 吉見　　愛 3 出水中央高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 14

高校 女5km 17.11. 栗屋　萌香 1 熊本信愛女高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 15

高校 女5km 17.16. 久保　亜美 3 出水中央高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 17

高校 女5km 17.19. 清水　麗奈 1 出水中央高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 18

高校 女5km 17.21. 一山　莉那 1 出水中央高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 19

高校 女5km 17.32. 新田こずえ 1 東海大星翔高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 21

高校 女5km 17.34. 塚田　智恵 1 熊本信愛女高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 23

高校 女5km 17.37. 井手尾茉鈴 3 熊本信愛女高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 24

高校 女5km 17.37. 本郷　未来 1 熊本信愛女高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 25

高校 女5km 17.38. 三角　雪乃 2 熊本信愛女高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 27

高校 女5km 17.38. 陳内　桃果 2 市熊本千原台高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 26

高校 女5km 17.40. 丸田　紗也 2 東海大星翔高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 28

高校 女5km 17.42. 豊田　裕香 2 熊本信愛女高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 30

高校 女5km 17.52. 沢田　春香 2 東海大星翔高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 32

高校 女5km 17.53. 軸屋　七海 3 熊本西高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 33



高校 女5km 17.58. 高日友紀乃 1 熊本信愛女高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 34

高校 女5km 17.59. 嶋村　里恩 1 熊本信愛女高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 35

高校 女5km 18.00. 坂本　実咲 1 熊本信愛女高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 36

高校 女5km 18.02. 稲田明日香 3 出水中央高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 37

高校 女5km 18.04. 矢野　恋佳 1 出水中央高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 38

高校 女5km 18.06. 安田　彩乃 1 市熊本千原台高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 39

高校 女5km 18.21. 西口　千尋 3 九州学院高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 42

高校 女5km 18.30. 竹本　有希 3 熊本信愛女高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 43

高校 女5km 18.32. 福島　香子 1 出水中央高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 44

高校 女5km 18.35. 仲原　結奈 1 東海大星翔高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 46

高校 女5km 18.40. 霍本　夕歌 3 熊本信愛女高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 48

高校 女5km 18.46. 松村　彩紀 1 宇土高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 50

高校 女5km 18.51. 福永　　碧 2 熊本信愛女高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 52

高校 女5km 18.52. 本村　芽育 1 出水中央高 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 53

高校 女10km 35.25. 一瀬　遥香 3+ 熊本尚絅高 2015/02/08 唐津１０マイルコース 第55回唐津10マイルロードレース大会（10マイル・10km・５km） 24

高校 女100mH(83.8cm_8.5m) 14.55 0.4 浜岡　史奈 2 九州学院高 2015/10/09 長崎県総合 平成27年度全九州高等学校体育大会 決勝 4

高校 女100mH(83.8cm_8.5m) 15.08 0.9 鬼ケ原百花 2 九州学院高 2015/10/09 長崎県総合 平成27年度全九州高等学校体育大会 Ｂ決勝 4

高校 女100mYH(76.2cm_8.5m) 14.39 2.0 別府　明佳 1 九州学院高 2015/10/04 紀三井寺陸上競技場 第70回国民体育大会陸上競技会 準決勝 1 8

高校 女400mH(76.2cm_35.0m) 1.04.27 坂口　　舞 3 熊本商高 2015/06/12 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 予選 3 2

高校 女5000mW 25.01.60 倉原　未波 3 熊本二高 2015/07/12 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 決勝 1

高校 女5000mW 25.03.27 倉原　菜摘 3 熊本二高 2015/07/29 紀三井寺公園陸上競技場 第68回全国高校対校選手権 予選 1 7

高校 女5000mW 26.48.97 橋本　苑佳 2 熊本尚絅高 2015/09/18 うまスタ 第33回全九州高等学校陸上競技新人対校選手権大会熊本県予選 決勝 1

高校 女5000mW 27.22.46 本山　沙季 3 熊本中央高 2015/06/13 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 決勝 9

高校 女5000mW 28.08.94 五木　結愛 1 熊本二高 2015/10/09 長崎県総合 平成27年度全九州高等学校体育大会 決勝 7

高校 女5000mW 29.31.03 川崎明日香 1 熊本二高 2015/10/09 長崎県総合 平成27年度全九州高等学校体育大会 決勝 9

高校 女5kmW 25.48. 石橋奈津美 3+ 熊本中央高 2015/02/15 六甲アイランド甲南大学周辺コース（日本陸連公認コース） 第98回日本陸上競技選手権男子・女子20km競歩 55

高校 女5kmW 26.29. 倉原　未波 2+ 熊本二高 2015/02/15 六甲アイランド甲南大学周辺コース（日本陸連公認コース） 第98回日本陸上競技選手権男子・女子20km競歩 71

高校 女5kmW 27.07. 本山　沙季 3 熊本中央高 2015/04/19 輪島５０Ｋｍコース 第54回全日本競歩輪島大会 25

高校 女4×100mR 47.54 八代東高 八代東高 2015/04/18 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 1 有働　陽奈子⇒    木村　綾香⇒    矢田　恵理⇒    深川　恵充

高校 女4×100mR 47.91 八代東高 八代東高 2015/06/12 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 決勝 5 有働　陽奈子⇒    木村　綾香⇒    涌田　鈴音⇒    矢田　恵理

高校 女4×100mR 48.58 九州学院高 九州学院高 2015/09/18 うまスタ 第33回全九州高等学校陸上競技新人対校選手権大会熊本県予選 決勝 1 別府　明佳⇒    山下　歩花⇒    浜岡　史奈⇒    有働　長子

高校 女4×400mR 3.53.19 九州学院高 九州学院高 2015/08/01 紀三井寺公園陸上競技場 第68回全国高校対校選手権 予選 2 7 柴田　美和⇒    西　香織⇒    有働　長子⇒    西口　千尋

高校 女4×400mR 3.54.13 熊本商高 熊本商高 2015/08/01 紀三井寺公園陸上競技場 第68回全国高校対校選手権 予選 8 4 木吉　凛子⇒    坂口　舞⇒    酒井　優香⇒    宇都宮　紗侑

高校 女4×400mR 3.55.46 九州学院高 九州学院高 2015/06/14 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 決勝 3 浜岡　史奈⇒    西　香織⇒    西口　千尋⇒    有働　長子

高校 女4×400mR 3.58.71 九州学院高 九州学院高 2015/10/10 長崎県総合 平成27年度全九州高等学校体育大会 予選 3 1 山村　七海⇒    浜岡　史奈⇒    溝上　みき⇒    有働　長子

高校 女走高跳 1.67 中村香南子 3 秀岳館高 2015/06/14 県立鴨池陸上競技場 平成27年度全九州高等学校総合体育大会 決勝 1

高校 女走高跳 1.63 茂田　真由 1 熊本中央高 2015/10/09 長崎県総合 平成27年度全九州高等学校体育大会 決勝 2

高校 女走高跳 1.61 涌田　鈴音 2 八代東高 2015/06/01 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 2

高校 女走高跳 1.58 岸田　望杏 1 九州学院高 2015/09/18 うまスタ 第33回全九州高等学校陸上競技新人対校選手権大会熊本県予選 決勝 2

高校 女棒高跳 2.60 西橋明日香 2 熊本中央高 2015/09/05 本渡運動公園陸上競技 第４０回天草陸上競技選手権大会 決勝 1

高校 女走幅跳 5.72 0.7 岸田　望杏 1 九州学院高 2015/05/29 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 2

高校 女走幅跳 5.64 0.2 六嘉　茜李 2 市熊本必由館高 2015/07/12 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 決勝 1

高校 女走幅跳 5.52 1.0 森木あかり 1 九州学院高 2015/10/10 長崎県総合 平成27年度全九州高等学校体育大会 決勝 4

高校 女走幅跳 5.42 1.4 磯田　安季 3 宇土高 2015/05/29 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 4

高校 女走幅跳 5.41 1.8 涌田　鈴音 2 八代東高 2015/05/29 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 5

高校 女三段跳 11.19 1.7 野口　真未 3+ 済々黌高 2015/03/28 九州共立大陸上競技場 第３回九州共立大学競技会 決勝 2

高校 女三段跳 10.72 0.0 六嘉　茜李 2 市熊本必由館高 2015/04/19 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 4

高校 女三段跳 10.61 0.7 磯田　安季 3 宇土高 2015/04/19 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 5

高校 女砲丸投(4.000kg) 12.33 甲斐　利枝 3 熊本国府高 2015/07/12 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 決勝 1

高校 女砲丸投(4.000kg) 12.03 守川　知杏 2 熊本国府高 2015/10/11 長崎県総合 平成27年度全九州高等学校体育大会 決勝 1

高校 女砲丸投(4.000kg) 11.96 今村　瑞穂 3 熊本西高 2015/04/18 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 2

高校 女砲丸投(4.000kg) 11.19 牧　依里香 3 八代工高 2015/05/30 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 3



高校 女円盤投(1.000kg) 43.40 甲斐　利枝 3 熊本国府高 2015/10/16 瑞穂公園陸上競技場 第31回日本ジュニア陸上競技選手権大会 決勝 1 3

高校 女円盤投(1.000kg) 39.65 堀田　葉月 2 熊本西高 2015/04/18 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 1

高校 女ハンマー投(4.000kg) 33.00 甲斐　利枝 3 熊本国府高 2015/04/19 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 1

高校 女ハンマー投(4.000kg) 28.32 力　　珠未 2 八代工高 2015/04/19 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 2

高校 女やり投(600g 1999〜) 51.62 今村　瑞穂 3 熊本西高 2015/07/30 紀三井寺公園陸上競技場 第68回全国高校対校選手権 予選 1 2

高校 女やり投(600g 1999〜) 46.06 宮下恵里花 1 熊本西高 2015/09/19 うまスタ 第33回全九州高等学校陸上競技新人対校選手権大会熊本県予選 決勝 1

高校 女やり投(600g 1999〜) 42.27 堀田　葉月 2 熊本西高 2015/10/11 長崎県総合 平成27年度全九州高等学校体育大会 HEP

高校 女やり投(600g 1999〜) 39.01 若木　美咲 3 秀岳館高 2015/05/29 うまスタ 熊本県高校総体 決勝 4

高校 女七種競技(1999〜) 4613 堀田　葉月 2 熊本西高 2015/10/11 長崎県総合 平成27年度全九州高等学校体育大会 2 15.57/-0.5    1.55/    10.48/    27.06/-0.7    ;5.17/+1.1    42.27/    2.39.20

高校 女七種競技(1999〜) 3747 柴田　美和 3 九州学院高 2015/06/01 うまスタ 熊本県高校総体 2 17.40/-0.1    1.30/    8.71/    27.53/-0.1    ;4.88/-0.1    27.20/    2.27.69

高校 女七種競技(1999〜) 3743 高鷹　瑞希 3 大津高 2015/06/14 県立鴨池陸上競技場 南九州高校総体 5 16.27/+0.2    1.49/    6.18/    26.98/+0.0    ;4.95/+0.0    12.87/    2.25.48

高校 女七種競技(1999〜) 3600 池田　萌華 1 熊本中央高 2015/09/20 うまスタ 第33回全九州高等学校陸上競技新人対校選手権大会熊本県予選 2 15.58/+0.8    1.45/    6.38/    27.53/+0.0    ;4.48/+0.2    17.02/    2.33.72

中学 男100m 11.27 1.8 佐竹　竜昌 3 南小国中 2015/06/06 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第３０回熊本県中学校陸上競技選手権大会兼第１４回混成大会第４２回全日本中学校陸上競技選手権大会予選会 決勝 1

中学 男100m 11.36 -0.3 那須　千晴 2 あさぎり中 2015/07/18 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第６１回全日本中学校通信陸上熊本大会 決勝一覧 1

中学 男100m 11.40 -1.4 山村　直人 3+ 人吉一中 2015/03/29 うまスタ 春季熊本陸協陸上競技記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 3 2

中学 男100m 11.41 1.8 吉岡　海央 3 八代三中 2015/06/06 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第３０回熊本県中学校陸上競技選手権大会兼第１４回混成大会第４２回全日本中学校陸上競技選手権大会予選会 決勝 2

中学 男100m 11.41 1.5 永山　勝也 3 菊池南中 2015/08/29 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第４６回ジュニアオリンピック陸上競技選手権大会熊本県予選会 決勝 2

中学 男100m 11.42 0.0 藤原　辰朗 3+ あさぎり中 2015/03/29 うまスタ 春季熊本陸協陸上競技記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 5 4

中学 男100m 11.44 -0.1 田中　翔太 3 不知火中 2015/08/29 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第４６回ジュニアオリンピック陸上競技選手権大会熊本県予選会 タイムレース予選 1 1

中学 男100m 11.49 1.8 金丸　侑樹 3 天草本渡中 2015/06/06 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第３０回熊本県中学校陸上競技選手権大会兼第１４回混成大会第４２回全日本中学校陸上競技選手権大会予選会 決勝 3

中学 男200m 22.60 0.0 山村　直人 3+ 人吉一中 2015/03/29 うまスタ 春季熊本陸協陸上競技記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 2 1

中学 男400m 52.18 野口　彩斗 3 竜南中 2015/07/18 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第６１回全日本中学校通信陸上熊本大会 決勝一覧 1

中学 男800m 2.01.10 国本　春樹 3 人吉二中 2015/07/18 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第６１回全日本中学校通信陸上熊本大会 決勝一覧 1

中学 男1500m 4.05.18 井川　龍人 3 佐敷中 2015/08/21 札幌市厚別公園陸上競技場 第42回全日本中学校陸上競技選手権大会 予選 1 4

中学 男1500m 4.07.54 高津　浩揮 3 阿蘇中 2015/08/09 沖縄県総合陸上競技場 平成27年度九州中学校体育大会 決勝 5

中学 男1500m 4.08.43 矢野　隼人 3 武蔵ケ丘中 2015/08/09 沖縄県総合陸上競技場 平成27年度九州中学校体育大会 決勝 7

中学 男1500m 4.10.88 奥村　辰徳 3 不知火中 2015/06/07 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第３０回熊本県中学校陸上競技選手権大会兼第１４回混成大会第４２回全日本中学校陸上競技選手権大会予選会 タイムレース決勝 1 1

中学 男1500m 4.13.76 今村　真路 3 山鹿中 2015/07/04 熊本市水前寺競技場 第２４６回熊本市陸上競技記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 3

中学 男3000m 8.42.57 井川　龍人 3 佐敷中 2015/10/24 日産スタジアム 第46回ジュニアオリンピック陸上 予選 1 5

中学 男3000m 8.49.84 奥村　辰徳 3 不知火中 2015/05/09 西階陸上競技場 ゴールデンゲームズinのべおか 決勝 A 1

中学 男3000m 8.52.20 今村　真路 3 山鹿中 2015/07/18 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第６１回全日本中学校通信陸上熊本大会 決勝一覧 2

中学 男3000m 8.52.77 矢野　隼人 3 武蔵ケ丘中 2015/08/30 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第４６回ジュニアオリンピック陸上競技選手権大会熊本県予選会 タイムレース決勝 1 2

中学 男3000m 8.59.06 良田　圭太 3 南関中 2015/08/30 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第４６回ジュニアオリンピック陸上競技選手権大会熊本県予選会 タイムレース決勝総合 3

中学 男3000m 9.04.92 緒方　貴典 3 阿蘇中 2015/07/18 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第６１回全日本中学校通信陸上熊本大会 決勝一覧 4

中学 男3000m 9.05.26 城　　拓磨 3 菊池北中 2015/07/18 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第６１回全日本中学校通信陸上熊本大会 決勝一覧 5

中学 男3000m 9.07.99 佐藤　映斗 3 南小国中 2015/08/30 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第４６回ジュニアオリンピック陸上競技選手権大会熊本県予選会 タイムレース決勝 1 4

中学 男5km 15.42. 奥村　辰徳 3 不知火中 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 1

中学 男20km 1.32.51. 石井　智也 2+ - 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン +MR

中学 男ハーフマラソン 1.37.28. 石井　智也 2+ - 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン +MR

中学 男ハーフマラソン 1.55.08. 長谷川雄也 2+ - 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン +MR

中学 男25km 1.53.12. 石井　智也 2+ - 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン +MR

中学 男30km 2.13.24. 石井　智也 2+ - 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン +MR

中学 男35km 2.33.44. 石井　智也 2+ - 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン +MR

中学 男35km 3.05.08. 長谷川雄也 2+ - 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン +MR

中学 男マラソン 3.03.52. 石井　智也 2+ - 2015/02/15 熊本市 第４回熊本城マラソン 197

中学 男110mJH(99.1cm_9.14m) 15.29 -1.3 丹羽　勇人 3+ 熊本帯山中 2015/03/29 うまスタ 春季熊本陸協陸上競技記録会 決勝 1

中学 男110mJH(99.1cm_9.14m) 15.44 0.2 松森　史晃 3 天草本渡中 2015/10/25 日産スタジアム 第46回ジュニアオリンピック陸上 予選 3 3

中学 男110mYH(91.4cm_9.14m) 14.84 0.0 松森　史晃 3 天草本渡中 2015/09/05 本渡運動公園陸上競技 第４０回天草陸上競技選手権大会 ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 1

中学 男110mYH(91.4cm_9.14m) 15.26 0.4 片岡　大将 3 日吉中 2015/08/30 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第４６回ジュニアオリンピック陸上競技選手権大会熊本県予選会 タイムレース決勝 1 2

中学 男110mYH(91.4cm_9.14m) 15.42 1.5 村本　壮大 3 熊本東町中 2015/06/06 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第３０回熊本県中学校陸上競技選手権大会兼第１４回混成大会第４２回全日本中学校陸上競技選手権大会予選会 決勝 2

中学 男4×100mR 44.49 あさぎり中 あさぎり中 2015/07/19 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第６１回全日本中学校通信陸上熊本大会 決勝一覧 1 町田　響己⇒    那須　千晴⇒    郡山　倭人⇒    山名　英寿

中学 男4×100mR 44.50 熊本県中学選抜 熊本県中学選抜 2015/10/25 日産スタジアム 第46回ジュニアオリンピック陸上 予選 2 7 山口　彩斗⇒    那須　千晴⇒    前田　剛⇒    佐竹　竜昌



中学 男走高跳 1.80 龍野　義己 3+ 荒尾海陽中 2015/03/29 うまスタ 春季熊本陸協陸上競技記録会 決勝 5

中学 男棒高跳 3.90 花田　拓也 2+ 西合志中 2015/03/29 うまスタ 春季熊本陸協陸上競技記録会 決勝 5

中学 男走幅跳 6.48 1.8 島畑　源輝 3 腹栄中 2015/08/10 沖縄県総合陸上競技場 平成27年度九州中学校体育大会 決勝 5

中学 男走幅跳 6.26 0.9 高群　諒真 3 菊鹿中 2015/07/18 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第６１回全日本中学校通信陸上熊本大会 決勝一覧 2

中学 男砲丸投(5.000kg) 13.19 井手上大翔 2 竜南中 2015/08/10 沖縄県総合陸上競技場 平成27年度九州中学校体育大会 決勝 2

中学 男砲丸投(5.000kg) 12.44 西浦　　靖 3 長洲中 2015/10/25 日産スタジアム 第46回ジュニアオリンピック陸上 決勝 1 32

中学 男砲丸投(4.000kg) 15.27 井手上大翔 2 竜南中 2015/10/24 日産スタジアム 第46回ジュニアオリンピック陸上 決勝 1 3

中学 男円盤投(1.750kg) 24.63 丸山　智也 3 波野中 2015/07/11 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 決勝 11

中学 男円盤投(1.750kg) 22.67 荒牧　裕史 3 波野中 2015/07/11 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 決勝 16

中学 男円盤投(1.750kg) 21.11 姜　　泰圭 3 波野中 2015/07/11 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 決勝 18

中学 女100m 12.72 0.2 加藤みなみ 3+ 大津中 2015/03/29 うまスタ 春季熊本陸協陸上競技記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 4

中学 女100m 12.75 1.6 中村　梨音 3 八代二中 2015/08/29 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第４６回ジュニアオリンピック陸上競技選手権大会熊本県予選会 決勝 1

中学 女200m 26.27 -0.9 中村　梨音 3 八代二中 2015/08/10 沖縄県総合陸上競技場 平成27年度九州中学校体育大会 決勝 6

中学 女800m 2.17.32 黒田　　澪 3 山鹿中 2015/06/07 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第３０回熊本県中学校陸上競技選手権大会兼第１４回混成大会第４２回全日本中学校陸上競技選手権大会予選会 タイムレース決勝総合 1

中学 女800m 2.18.40 岡本亜依里 3 熊本北部中 2015/06/07 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第３０回熊本県中学校陸上競技選手権大会兼第１４回混成大会第４２回全日本中学校陸上競技選手権大会予選会 タイムレース決勝総合 2

中学 女800m 2.18.51 林田　　彩 3 三角中 2015/06/07 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第３０回熊本県中学校陸上競技選手権大会兼第１４回混成大会第４２回全日本中学校陸上競技選手権大会予選会 タイムレース決勝 1 3

中学 女800m 2.18.70 藤村　光紀 2 山鹿中 2015/05/03 水前寺競技場 第34回熊本市陸上競技選手権 ﾀｲﾑﾚｰｽ 3 2

中学 女800m 2.18.96 奥田　あゆ 1+ 天草本渡中 2015/03/29 うまスタ 春季熊本陸協陸上競技記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 2

中学 女800m 2.18.96 堤　　好伽 2 山鹿中 2015/07/19 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第６１回全日本中学校通信陸上熊本大会 決勝一覧 1

中学 女800m 2.19.12 栗原　　泉 2 湯前中 2015/07/19 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第６１回全日本中学校通信陸上熊本大会 決勝一覧 2

中学 女1500m 4.33.71 黒田　　澪 3 山鹿中 2015/07/11 うまスタ 平成２７年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選大会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 2

中学 女1500m 4.37.32 林田　美咲 3+ 宇城松橋中 2015/03/21 水前寺陸上競技場 第５回熊本県長距離記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 5 1

中学 女1500m 4.38.67 堤　　好伽 2 山鹿中 2015/07/18 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第６１回全日本中学校通信陸上熊本大会 決勝一覧 2

中学 女1500m 4.40.43 儀藤　優花 3 宇城松橋中 2015/07/18 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第６１回全日本中学校通信陸上熊本大会 決勝一覧 3

中学 女1500m 4.40.75 奥田　あゆ 2 天草本渡中 2015/04/04 うまスタ 第24回金栗記念選抜陸上中長距離熊本大会 ﾀｲﾑﾚｰｽ 3 2

中学 女3000m 9.53.38 黒田　　澪 3 山鹿中 2015/10/10 益城町総合 第３回熊本県長距離記録会 ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 4 5

中学 女3000m 10.04.19 堤　　好伽 2 山鹿中 2015/04/19 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 4

中学 女3000m 10.04.40 儀藤　優花 3 宇城松橋中 2015/10/24 日産スタジアム 第46回ジュニアオリンピック陸上 予選 1 17

中学 女3000m 10.13.78 境田　真夕 3 熊本北部中 2015/08/30 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第４６回ジュニアオリンピック陸上競技選手権大会熊本県予選会 タイムレース決勝 1 2

中学 女5km 17.51. 奥田　あゆ 2 天草本渡中 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 31

中学 女5km 18.33. 山本　夕海 3 熊本西原中 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 45

中学 女5km 18.38. 松下　愛花 2 天草本渡中 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 47

中学 女5km 18.45. 中野　成美 2 熊本帯山中 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 49

中学 女5km 18.49. 古閑　彩華 2 益城中 2015/11/29 熊本甲佐 第４０回甲佐１０マイル公認ロードレース大会（１０マイル・１０ｋｍ） 51

中学 女80mH(76.2cm_7.0m) 12.53 -0.1 平野　莉彩 2 八代二中 2015/07/19 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第６１回全日本中学校通信陸上熊本大会 決勝一覧 1

中学 女80mH(76.2cm_7.0m) 12.76 -0.1 浜　悠季菜 2 稜南中 2015/07/19 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第６１回全日本中学校通信陸上熊本大会 決勝一覧 2

中学 女80mH(76.2cm_7.0m) 12.78 -0.1 別府　理保 1 あさぎり中 2015/07/19 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第６１回全日本中学校通信陸上熊本大会 決勝一覧 3

中学 女80mH(76.2cm_7.0m) 12.86 -0.1 福山　凛音 2 八代一中 2015/07/19 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第６１回全日本中学校通信陸上熊本大会 決勝一覧 4

中学 女100mMH(76.2cm_8.0m) 15.02 -0.7 小山　桃香 3 熊本帯山中 2015/08/30 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第４６回ジュニアオリンピック陸上競技選手権大会熊本県予選会 タイムレース決勝 1 1

中学 女4×100mR 49.34 熊本県中学選抜 熊本県中学選抜 2015/10/25 日産スタジアム 第46回ジュニアオリンピック陸上 予選 2 5 加藤　晴名⇒    中村　梨音⇒    福田　英⇒    寺本　有里香

中学 女4×100mR 50.02 八代二中 八代二中 2015/06/06 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第３０回熊本県中学校陸上競技選手権大会兼第１４回混成大会第４２回全日本中学校陸上競技選手権大会予選会 タイムレース決勝 1 1 村上　静和⇒    岩本　晏奈⇒    山本　幸葵⇒    中村　梨音

中学 女走高跳 1.58 村上　静和 3 八代二中 2015/08/29 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第４６回ジュニアオリンピック陸上競技選手権大会熊本県予選会 決勝 1

中学 女棒高跳 2.40 古沢　幸音 3 波野中 2015/06/06 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第３０回熊本県中学校陸上競技選手権大会兼第１４回混成大会第４２回全日本中学校陸上競技選手権大会予選会 決勝 1

中学 女棒高跳 2.40 桑田　菜花 2 西合志南中 2015/07/18 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第６１回全日本中学校通信陸上熊本大会 決勝一覧 2

中学 女棒高跳 2.20 市原　朱梨 2+ 波野中 2015/03/29 うまスタ 春季熊本陸協陸上競技記録会 決勝 1

中学 女棒高跳 2.10 西村　姫奈 3+ 西合志南中 2015/03/29 うまスタ 春季熊本陸協陸上競技記録会 決勝 5

中学 女棒高跳 2.00 原　　菜月 2 西合志南中 2015/04/18 うまスタ 熊本陸上競技選手権 決勝 5

中学 女走幅跳 5.41 1.1 岸田　望杏 3+ 錦中 2015/03/29 うまスタ 春季熊本陸協陸上競技記録会 決勝 2

中学 女走幅跳 5.27 -0.3 多武　渚凪 1 人吉二中 2015/10/24 日産スタジアム 第46回ジュニアオリンピック陸上 決勝 1 4

中学 女走幅跳 5.25 0.4 福田　真由 3 桜山中 2015/07/19 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第６１回全日本中学校通信陸上熊本大会 決勝一覧 1

中学 女走幅跳 5.21 1.5 宮本　　唯 3 長洲中 2015/07/19 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第６１回全日本中学校通信陸上熊本大会 決勝一覧 2

中学 女砲丸投(2.721kg) 12.55 上田伊智香 3 熊本東町中 2015/08/09 沖縄県総合陸上競技場 平成27年度九州中学校体育大会 決勝 5



中学 女やり投(600g 1999〜) 38.46 宮下恵里花 3+ 五和中 2015/03/29 うまスタ 春季熊本陸協陸上競技記録会 決勝 3

中学 女四種競技 2276 村上　静和 3 八代二中 2015/06/06 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第３０回熊本県中学校陸上競技選手権大会兼第１４回混成大会第４２回全日本中学校陸上競技選手権大会予選会 1 16.56/-0.2    1.53/    6.88/    27.80/-0.4    /    /    /    

中学 女四種競技 2107 下田　偲悦 3 南阿蘇白水中 2015/07/18 熊本県民総合運動公園陸上競技場 第６１回全日本中学校通信陸上熊本大会 1 17.00/-0.2    1.33/    9.40/    28.63/+0.0    /    /    /    


