
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)

女子 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 河津 美里 12.99 蓑毛 明日香 13.62 山下 歩花 14.01 満井 茜 14.07 古東 京佳 14.12 牛崎 真子 14.17 山崎 満月 14.42 石原 菜緖 14.55

風:-1.3 託麻 人吉第二 宇・鶴城 県立八代 小国 菊鹿 武蔵 矢部

18日 2年１００ｍ 酒井 優香 12.99 北川 愛菜 13.11 宮本 みずき 13.19 鶴嶋 愛惟 13.25 本橋 玲奈 13.39 上床 桜子 13.43 矢田 恵理 13.59 深川 恵充 13.59

風:+0.1 益城 熊本大附 下・城南 人吉第二 菊池南 宇・鶴城 八代第四 八代第一

18日 3年１００ｍ 田中 芹奈 12.83 田添 莉乃 13.37 松川 亜紅 13.40 中川 遙香 13.56 井野 早耶香 13.59 中嶋 志帆 13.62 松平 瑞紀 13.73 井村 七海 13.92

風:+0.4 龍ヶ岳 宇・鶴城 不知火 東町 一の宮 錦 上 東野

19日 共通２００ｍ 梶原 由絵(3) 26.11 藤川 美優(3) 27.15 中嶋 優衣(2) 27.24 有働 陽奈子(1) 27.43 太田 蘭(3) 27.44 上田 果奈(3) 27.66 長谷川 加奈(3) 27.77 佐藤 杏奈(3) 27.92

風:+0.0 本渡 宇・鶴城 八代第四 日奈久 嘉島 荒尾海陽 玉名 大津

19日 1年８００ｍ 新山 舞 2:29.24 小山 璃子 2:29.45 小田原 春菜 2:30.03 山本 咲良 2:30.04 三角 彩乃 2:31.93 吉崎 あさひ 2:34.26 三角 雪乃 2:34.69 野口 明華 2:37.43

山江 宇・鶴城 松橋 東陽 三角 小川 三角 北部

19日 2年８００ｍ 松村 悠香 2:16.76 木吉 凜子 2:18.30 今村 菜々子 2:22.93 下田 愛美 2:24.42 桑原 尚子 2:25.87 西口 千尋 2:26.33 前崎 未菜美 2:27.02 馬場 千尋 2:28.94

松橋 RC 松橋 八代第四 武蔵ヶ丘 八代第四 一の宮 八代第一 玉陵

19日 3年８００ｍ 坂本 由衣 2:18.77 犬童 純怜 2:19.41 中嶋 彩乃 2:21.97 宮崎 遥 2:22.47 丸橋 茉優 2:25.35 田上 舞花 2:26.64 髙島 麻衣 2:27.15 永山 南有 2:27.55

熊・西原 八代第四 三加和 松橋 三加和 甲佐 山鹿 人吉第二

18日 共通１５００ｍ 一 紋野女(3) 4:41.41 秋山 佳奈美(3) 4:44.71 坂本 彩香(2) 4:49.39 川口 日菜子(3) 4:51.68 平田 麻理亜(2) 4:52.85 吉野 双葉(2) 4:55.25 小場 明菜(3) 4:55.48 中村 京華(3) 4:56.41

鹿南 八代第一 熊・西原 牛深 八代第一 小国 多良木 八代第一

19日 低学８０ｍＨ 中川 桃華(2) 13.04 鈴木 愛林(1) 13.14 岩本 莉奈(1) 13.17 吉川 未来(2) 13.39 冨重 佳代(2) 13.52 一美 圭那(2) 13.58 森下 葵(2) 13.88 平川 舞歩(2) 13.97

風:-1.5 八代第四 八代第一 ルーテル 小川 玉名 八代第二 八代第一 託麻

18日 共通１００ｍＨ 沢田 玲香(3) 15.25 古閑 加奈絵(3) 16.02 岡部 聖(3) 16.56 小坂 真未(3) 16.63 豊田 さくら(3) 16.85 東 玲奈(3) 17.22 中山 愛梨(3) 17.93 松寺 志展(3) 18.20

風:-1.2 錦 人吉第一 本渡 阿蘇北 山鹿 西合志南 玉名 上

19日 共通走高跳 中村 香南子(2) 1m53 芹川 樹奈(3) 1m40 中島 渚(2) 1m40 石橋 沙紀(3) 1m40 下坂 遥菜(3) 1m35 西村 茄恋(3) 1m30

水俣第一 本渡 菊池南 西合志南 荒尾第三 山鹿

高 奈津美(3) 1m35 河路 礼菜(3) 1m30

東町 袋

橋本 愛佳(3) 1m30

出水

冨田 碧依(3) 1m30

益城

18日 共通棒高跳 宮本 留衣(3) 2m30 西橋 明日香(1) 2m00 一野 愛美(2) 1m90 大岩 絢音(1) 1m80 山口 綾(1) 1m60

西合志 西合志 西合志 西合志 西合志

19日 共通走幅跳 髙野 早紀(3) 5m32 野口 真未(3) 5m27 酒井 美香(3) 4m98 中原 早貴(3) 4m89 宮下 史圭(2) 4m89 野田 永里咲(3) 4m80 中谷 心(1) 4m79 小松 令恵(2) 4m65

長洲+0.9 北部+0.3 本渡 0.0 菊池南+0.9 五和西 0.0 力合+0.6 ルーテル-0.4 八代第四 0.0

18日 共通砲丸投 向坂 日菜野(3) 12m66 甲斐 利枝(2) 11m81 山口 玲奈(2) 10m06 後藤 瑠菜(3) 9m42 山田 陽香里(3) 9m39 渕田 菜月(3) 8m97 伊藤 千秋(3) 8m70 山城 遥(2) 8m55

砲丸：2.721kg 上 RC 白水 下・城南 力合 袋 岡原 三加和 一の宮

18日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 山内 冴子(3) 38m48 内田 千尋(3) 30m83 森崎 美穂(2) 27m61 若木 美咲(2) 27m27 中野 星(3) 24m19 池田 伶実(2) 23m75 上田 華愛(2) 21m43 佐伯 南(2) 20m50

木山 三角 鏡 袋 三角 鏡 玉名 阿蘇北

18日 共通 八代第四 51.90 宇・鶴城 51.99 下・城南 52.83 錦 53.01 一の宮 53.23 山鹿 53.41 上 54.00 玉名 54.07

４×１００ｍＲ 矢田 恵理(2) 上床 桜子(2) 重富 梨央(2) 桑原 妃皇(3) 山本 唯(2) 久家 郁香(2) 谷川 嘉那(2) 冨重 佳代(2)

中嶋 優衣(2) 藤川 美優(3) 宮本 みずき(2) 中嶋 志帆(3) 井野 早耶香(3) 本多 千明(2) 松平 瑞紀(3) 太田 麻里阿(2)

小松 令恵(2) 松村 涼子(3) 井 沙弥香(2) 東 梨香(3) 西口 千尋(2) 船津 ゆかり(2) 溝口 佳恵(2) 中山 愛梨(3)

中川 桃華(2) 田添 莉乃(3) 中島 優希(2) 沢田 玲香(3) 甲斐 友香(2) 豊田 さくら(3) 野田 穂乃香(3) 長谷川 加奈(3)

19日 ４種総合得点 橋本 佳耶(3) 2093 髙田 愛生(3) 1742 吉村 咲音(3) 1635 寺本わかば(3) 1571 九重 美歩里(2) 1561 宮崎 亜美加(1) 1551 松村 涼子(3) 1510 有江 彩香(2) 1484

帯山 砥用 八代第一 阿・西原 二岡 白川 宇・鶴城 二岡
18日 728 386 417 453 391 432 331 433

312 359 389 266 359 359 312 359
19日 511 401 278 428 306 199 325 311

542 596 551 424 505 561 542 381
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

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

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)

18.56/-0.5
1m25
4m85

28.91/+0.5

19.66/-0.5
1m20
6m85

29.16/+0.5

18.55/-0.5
1m25
6m62

31.52/+0.5

100m
走高跳
砲丸投
200m

15.89/-0.9
1m20
9m72

29.16/+0.7

19.05/-0.5
1m25
8m03

28.45/+0.5

18.72/-0.9
1m28
6m10

29.05/+0.7

18.35/-0.9
1m15
8m45

30.85/+0.7

18.99/-0.9
1m25
6m54

29.68/+0.7


