
第26回熊本県中学校陸上競技選手権大会（兼 第10回混成大会）

第38回全日本中学校陸上競技選手権大会予選会 （D･B 11433001）

10時 13時 16時 10時 13時 16時 10時 13時 10時 13時

気象状況 １８日 天候 ( 雨 ) ( 雨 ) ( 雨 ) 風向 (西北西) ( 西 ) (北北西) １９日 天候 ( 雨 ) ( 雨 ) 風向 (北北東) (西南西)

男子 気温 (23.0)℃ (22.5)℃ (22.5)℃ 風速 ( 0.6m ) ( 1.4m ) ( 0.1m ) 気温 (21.5)℃ (23.0)℃ 風速 ( 0.4m ) ( 1.1m )

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

18日 1年１００ｍ 上田 大雅 12.38 横手 翔悟 12.78 杉本 龍哉 12.79 成瀬 倭寿 12.84 吉田 侑希 12.88 村上 直希 13.11 仮屋 健太郎 13.14 二宮 柾弥 13.30

風:-0.1 武蔵 山鹿 阿村 阿蘇北 一の宮 菊鹿 人吉第二 合志

18日 2年１００ｍ 佐々木 健太 11.80 武田 士湧 11.97 堀田 智也 12.08 原口 海誠 12.11 中村 陸 12.24 河野 達也 12.26 松田 純一 12.30 中川 輝朗 12.48

風:-0.1 八代第四 小国 長洲 江原 熊・西原 不知火 菊池南 花陵

18日 3年１００ｍ 本郷 陽一朗 11.74 福田 祐大 11.74 前田 裕太 11.99 明石 智博 12.02 竹市 龍生 12.06 清田 和樹 12.10 西口 昂輝 12.12 吉川 直輝 12.15

風:-1.5 人吉第一 西山 県立八代 玉名 玉名 荒尾第四 木山 本渡

19日 共通２００ｍ 中村 泰亮(3) 23.76 井手 翔慎(3) 23.98 原口 匠(3) 24.07 山田 瑛貴(3) 24.64 松田 直樹(3) 24.79 山下 慎太郎(3) 24.87 深水 響(3) 24.95 中村 光(3) 25.06

風:+0.6 腹栄 荒尾第四 岱明 西合志南 東町 不知火 錦 宇・鶴城

18日 共通４００ｍ 門東 幸誠(3) 51.62 岡本 陵(3) 52.45 平川 朔弥(3) 54.04 波多 祐樹(3) 54.33 中村 槙吾(3) 54.55 藤原 大輔(2) 57.23 有働 典弘(2) 57.67 湧田 祥平(3) 58.59

本渡東 RC 上 荒尾海陽 本渡 菊池北 八代第二 荒尾第四 託麻

19日 共通８００ｍ 太田黒 卓(3) 2:05.26 市尾 陸(2) 2:11.85 清﨑 翔太(3) 2:12.70 大塚 潤也(3) 2:12.90 松井 隆樹(3) 2:13.24 中村 秦士(2) 2:13.43 竹下 悟史(3) 2:16.90 二階堂 匡佑(3) 2:17.40

湯前 本渡 託麻 菊水 山鹿 八代第一 腹栄 玉名

19日 1年１５００ｍ 藤田 敦 4:27.63 下内 勇太 4:32.49 井上 祥希 4:45.79 児玉 朋大 4:46.19 粟根 玲斗 4:48.79 土屋 隼己 4:48.90 永溝 翔 4:49.01 西崎 智也 4:49.18

三角 下・城南 荒尾第四 荒尾海陽 松橋 人吉第二 小川 牛深

19日 2年１５００ｍ 濱田 倫太朗 4:22.38 新井 賢太朗 4:25.10 山瀬 大成 4:25.23 石藤 健生 4:25.35 林田 寛史 4:28.54 馬渡 優太 4:28.68 古山 倫太朗 4:33.06 市尾 架維 4:34.48

坂本 山鹿 玉南 帯山 帯山 託麻 米野岳 本渡

19日 3年１５００ｍ 中神 文弘 4:11.44 洲崎 遥平 4:13.88 小野 伽仁 4:14.69 堤 亮太 4:17.44 江島 一智徳 4:27.77 小山 俊樹 4:28.73 井藤 孝暢 4:30.49 井山 海 4:30.52

人吉第二 本渡 阿蘇北 帯山 小川 荒尾第四 甲佐 八代第四

18日 共通３０００ｍ 中神 文弘(3) 9:01.00 梅本 祥太(3) 9:02.32 坂口 徹(3) 9:14.09 梅本 龍太(3) 9:21.38 洲崎 遥平(3) 9:21.64 中川 翔太(2) 9:26.41 山本 滉太(3) 9:27.05 鶴田 剛士(3) 9:32.04

人吉第二 RC 甲佐 八代第四 甲佐 本渡 不知火 八代第二 三角

19日 低学１００ｍＨ 水村 大樹(2) 13.62 及川 一樹(2) 15.05 齋藤 勇真(1) 15.34 田端 大介(2) 15.46 愛甲 史哉(2) 16.59 竹永 祥樹(2) 16.73 前田 拓海(2) 17.23 川添 敦俊(2)

風:-0.9 玉名 NGR 長嶺 八代第二 豊野 湯前 八代第四 阿蘇北 水俣第一

18日 共通１１０ｍＨ 藤原 秀朗(3) 14.65 RC 新島 楓(3) 16.58 中川 謙信(3) 17.08 内田 匡彦(3) 17.25 池辺 俊郎(3) 17.76 菊川 天照(3) 18.17 井手 陵介(3) 18.48 松永 滉成(3) 19.16

風:+0･9 日吉 牛深東 玉名 東町 菊池南 矢部 八代第一

19日 共通走高跳 山本 緩太(3) 1m88 竹川 先(3) 1m65 藤本 悠大(3) 1m55 後藤 壮雄(3) 1m50 同順:濱渕 優也(3 1m50 下崎 史哉(3) 1m50 宮崎 泰典(2) 1m50 阪本 翔太(3) 1m50

本渡 NGR RC 長洲 西合志南 菊池南 長洲 佐敷 錦 帯山

18日 共通棒高跳 中村 仁(2) 4m00 平山 聖高(2) 3m20 藤本 唄司(3) 3m20 小山田 一貴(3) 2m70 上野 悠摩(2) 2m60

西合志 RC 西合志 阿・西原 西合志 西合志

18日 共通走幅跳 中島 仁志(3) 6m11 加藤 大知(3) 5m77 山本 将太(3) 5m73 佐藤 拓巳(3) 5m34 門池 航太(3) 5m32 芳司 一郎(3) 5m32 山下 剣心(3) 5m20 江口 智哉(2) 5m17

長洲+1.0 西合志南+1.8 牛深東+1.2 大津北 0.0 京陵 0.0 腹栄+0.4 佐敷 0.0 山鹿-1.0

18日 共通三段跳 赤星 勝信(3) 12m50 谷口 洵斗(3) 11m31 牛島 悠貴(3) 11m19 馬見田 翼(2) 11m17 堀川 玲男(3) 11m15 橋本 康隆(3) 11m02 山野 湧弥(2) 9m77 月田 大海(2) 9m20

大津北 0.0 袋-0.5 三加和-0.7 荒尾第三 0.0 帯山-0.7 荒尾第三-1.6 荒尾第四-0.8 荒尾第四-1.0

19日 共通砲丸投 森 一史(3) 10m47 塚本 昇竜(3) 10m46 安川 怜男(3) 10m30 山口 正也(2) 10m20 櫻田 稔真(3) 10m07 藤坂 将市(3) 9m90 吉本 洋就(3) 9m09 永田 和馬(2) 9m04

砲丸：5.0kg 岡原 日吉 京陵 下・城南 上 大津北 下・城南 河浦

18日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 福島 康介(3) 35m28 入橋 恵太(2) 32m70 岡野 雅之(1) 27m71 上中 登護(3) 26m79 湯浅 駿(2) 22m85 隈部 桂大(2) 16m17

鏡 鏡 龍ヶ岳 鏡 阿蘇北 鹿本

19日 共通 西合志南 45.81 玉名 46.02 荒尾第四 46.48 不知火 46.52 上 47.24 東町 47.30 錦ヶ丘 47.32 長洲 47.43

４×１００ｍＲ 森田 和真(3) 竹市 龍生(3) 清田 和樹(3) 小材 海(2) 櫻田 稔真(3) 山田 泰我(3) 嶺 優綺(3) 江口 智也(3)

加藤 大知(3) 明石 智博(3) 井手 翔慎(3) 河野 達也(2) 岡本 陵(3) 池辺 俊郎(3) 千原 仁貴(3) 堀田 智也(2)

松本 竜弥(3) 鳩野 滉平(3) 有働 典弘(2) 山下 慎太郎(3) 村本 大希(2) 中尾 真人(3) 友田 泰嗣(3) 濱渕 優也(3)

山田 瑛貴(3) 水村 大樹(2) 鐘ヶ江 直哉(3) 山下 凌(2) 深水 孝志郎(3) 松田 直樹(3) 武田 耕陽(3) 中島 仁志(3)

19日 ４種総合得点 津留 聖憲(3) 1751 村上 聖二郎(3) 1722 平川 晃司(3) 1529 川口 智大(3) 1307 緒方 直輝(2) 1132 江藤 太一(2) 1047

菊鹿 菊鹿 三角 出水 阿・西原 阿・西原
18日 473 462 300 228 448 334

413 504 410 463 285 279
19日 389 250 389 250 188 188

476 506 430 366 211 246
凡例：KR‥県中学新記録 EKR‥県中学タイ記録 NGR‥大会新記録 EGR‥大会ﾀｲ記録 RC‥標準記録突破

免田*予選14.60(0.0) NGR RC

総 務 松尾 具親
トラック審判長 藤原 一也
跳躍審判長 家入 春三
投擲審判長 高松 孝夫
競技者審判長 田代 一行
混成審判長 里木 伸輔
記録主任 一安晋太郎

入賞者一覧表

２０１１年６月１８日(土)～６月１９日(日)

主催：熊本陸上競技協会 共催：熊本県中学校体育連盟 熊本県民総合運動公園陸上競技場

110mH
砲丸投
走高跳
400m

18.55/-1.0
8m78
1m50
58.22

18.67/-1.0
10m30
1m30
57.40

20.64/-1.0
8m74
1m50
59.52

21.69/-1.0
9m63
1m30
1:01.43

18.82/-1.0
6m62
1m20
1:06.83

20.20/-1.0
6m51
1m20
1:05.46


