
第５７回全日本中学校通信陸上競技大会熊本県大会 （D･B 11431003） 入賞者一覧表

第38回全日本中学校陸上競技選手権大会選考兼 第33回九州中学校陸上競技大会選考兼 ２０１１年７月９日(土)～７月１０日(日)

第66回国民体育大会陸上競技大会選考兼 熊本県民総合運動公園陸上競技場(431020)

9時 12時 15時 9時 12時 15時 9時 12時 15時 9時 12時 15時

気象状況、 ９日 天候 ( 晴れ ) ( 晴れ ) ( 晴れ ) 風向 ( 0.0m ) ( 西 ) ( 南西 ) 10日 天候 ( 晴れ ) ( 晴れ ) ( 晴れ ) 風向 (南南西）(東北東) ( 南西 )

男子 気温 (31.0)℃ (34.0)℃ (33.5)℃ 風速 ( 0.0m ) ( 2.5m ) ( 1.2m ) 気温 (31.5)℃ (35.0)℃ (33.5)℃ 風速 ( 0.7m ) ( 1.6m ) ( 2.0m )

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

9日 1年１００ｍ 上田 大雅 12.45 杉本 龍哉 12.56 横手 翔悟 12.73 小森 海世 12.79 谷﨑 浩靖 12.90 吉田 侑希 13.06 成瀬 倭寿 13.07 東 尚輝 13.27

風:-0.8 武蔵 阿村 山鹿 帯山 南関 一の宮 阿蘇北 錦

9日 2年１００ｍ 佐々木 健太 11.66 山下 凌 11.74 武田 士湧 11.87 木村 祐也 12.00 堀田 智也 12.03 原口 海誠 12.14 江藤 拓都 12.16 有働 典弘 12.20

風:+0.4 八代第四 不知火 小国 岱明 長洲 江原 阿蘇北 荒尾第四

9日 3年１００ｍ 坂井 佑成 11.77 門東 幸誠 11.78 本郷 陽一朗 11.85 福田 祐大 11.86 藤原 秀朗 11.89 竹市 龍生 11.90 古川 裕也 12.02 中村 泰亮 12.07

風:-2.3 岱明 本渡東 人吉第一 西山 免田 玉名 五和西 腹栄

10日 共通２００ｍ 佐々木 健太(2) 23.60 井手 翔慎(3) 23.85 原口 匠(3) 24.04 西口 昂輝(3) 24.33 吉川 直輝(3) 24.35 原田 一輝(3) 24.66 松田 直樹(3) 24.69 鳴川 龍義(2) 25.11

風:-0.4 八代第四 荒尾第四 岱明 木山 本渡 八代第二 東町 一の宮

9日 共通４００ｍ 岡本 陵(3) 52.59 平川 朔弥(3) 53.51 波多 祐樹(3) 53.58 中村 槙吾(3) 54.67 加來 伸一(2) 55.55 藤原 大輔(2) 55.62 湧田 祥平(3) 56.52 熊部 武尊(3) 56.99

上 荒尾海陽 本渡 菊池北 松橋 八代第二 託麻 牛深

10日 共通８００ｍ 廣末 卓(3) 2:00.72 太田黒 卓(3) 2:02.94 西田 耀道(3) 2:05.98 江藤 栄起(3) 2:06.27 荒木 栄輔(3) 2:08.42 高橋 勇成(3) 2:08.46 桑野 寛太(3) 2:09.18 中村 秦士(2) 2:11.27

湯前 RC 湯前 鏡 甲佐 菊池北 錦 帯山 八代第一

10日 1年１５００ｍ 藤田 敦 4:22.46 土屋 隼己 4:38.28 粟根 玲斗 4:41.53 井上 祥希 4:42.00 永溝 翔 4:42.52 児玉 朋大 4:43.32 堤 龍児 4:43.41 西﨑 智也 4:43.53

三角 人吉第二 松橋 荒尾第四 小川 荒尾海陽 錦ヶ丘 牛深

10日 2年１５００ｍ 山下 京文 4:16.81 濱田 倫太朗 4:19.87 山瀬 大成 4:21.16 石藤 健生 4:24.39 新井 賢太朗 4:25.51 林田 寛史 4:28.06 坂本 壮真 4:28.21 益山 直樹 4:29.36

本渡 坂本 玉南 帯山 山鹿 帯山 球磨 三角

10日 3年１５００ｍ 中神 文弘 4:11.54 堤 亮太 4:12.92 洲崎 遥平 4:13.56 宮﨑 勇将 4:17.09 福嶋 健太朗 4:18.15 川浦 和貴 4:21.23 江島 一智徳 4:21.46 小野 伽仁 4:23.20

人吉第二 帯山 本渡 大矢野 多良木 鏡 小川 阿蘇北

9日 共通３０００ｍ 洲崎 遥平(3) 9:05.38 梅本 祥太(3) 9:05.53 中神 文弘(3) 9:09.41 中川 翔太(2) 9:11.87 森下 史崇(3) 9:22.00 坂口 徹(3) 9:24.25 梅本 龍太(3) 9:24.70 吉川 輝(2) 9:24.90

本渡 甲佐 人吉第二 不知火 不知火 八代第四 甲佐 小川

10日 低学１００ｍＨ 水村 大樹(2) 13.63 及川 一樹(2) 14.68 齋藤 勇真(1) 15.28 田端 大介(2) 15.28 馬見田 翼(2) 15.53 村上宗司郎(2) 15.92 愛甲 史哉(2) 15.98 恒松 海斗(2) 16.17

風:-0.5 長嶺 八代第二 豊野 荒尾第三 鹿本 湯前 岡原

9日 １１０ｍＨ 藤原 秀朗(3) 14.92 新島 楓(3) 16.12 髙山 凌輔(3) 16.44 内田 匡彦(3) 16.53 中川 謙信(3) 16.64 井手 陵介(3) 16.78 菊川 天照(3) 17.70 池辺 俊郎(3) 18.10

風:-1.9 免田 RC 日吉 菊池北 玉名 牛深東 矢部 菊池南 東町

10日 共通走高跳 山本 緩太(3) 1m90 竹川 先(3) 1m65 濱渕 優也(3) 1m65 竹谷 航(3) 1m60 藤本 悠大(3) 1m60 阪本 翔太(3) 1m55 佐藤 渉哉(3) 1m55 坂本 航央(2) 1m55

本渡 RC 長洲 長洲 荒尾第四 西合志南 帯山 白水 八代第四

9日 共通棒高跳 中村 仁(2) 3m60 藤本 唄司(3) 3m20 小山田 一貴(3) 2m90 上野 悠摩(2) 2m70

西合志 阿・西原 JO 西合志 西合志

平山 聖高(2) 3m20

西合志

9日 共通走幅跳 中島 仁志(3) 6m02 加藤 大知(3) 5m94 松田 聖水(3) 5m92 泉 秀希(2) 5m61 山本 将太(3) 5m53 千原 建太(3) 5m44 石坂 将吾(3) 5m43 芳司 一郎(3) 5m40

長洲+0.2 西合志南+1.0 京陵+1.0 力合-1.6 牛深東+1.3 阿・西原+0.0 西合志南-0.8 腹栄+2.8

10日 共通三段跳 赤星 勝信(3) 12m03 谷口 洵斗(3) 11m80 堀川 玲男(3) 11m66 牛島 悠貴(3) 11m59 松本 悠作(3) 11m36 原田 碧(3) 10m96 橋本 康隆(3) 10m82 山野 湧弥(2) 10m03

大津北+0.3 袋-0.4 帯山-0.5 三加和+0.1 下・城南-0.7 日吉 0.0 荒尾第三-0.5 荒尾第四+0.3

共通砲丸投 山下 朗央(3) 11m17 塚本 昇竜(3) 10m90 森 一史(3) 10m44 山口 正也(2) 10m29 藤坂 将市(3) 10m22 櫻田 稔真(3) 10m19 安川 怜男(3) 9m93 杉本 倫(3) 9m54

砲丸：5.0kg 天・有明 日吉 岡原 下・城南 大津北 上 京陵 牛深

9日 低学 山鹿 48.82 西合志南 48.87 力合 49.44 宇・鶴城 49.73 八代第四 49.99 阿蘇北 51.24 錦 51.42 東町 51.49

４×１００ｍＲ 志賀 陽人(2) 荒木 亮太(2) 泉 秀希(2) 小林 一敏(2) 深水 大悟(2) 春山 佳毅(2) 吉井 翔(2) 横田 哲兵(2)

横手 翔悟(1) 奈須 綾佑(1) 村中 綜太(1) 那須 厚介(1) 安永 尚斗(1) 成瀬 倭寿(1) 東 尚輝(1) 萬壽 洸樹 (1)

徳本 優太(1) 西田 大空(1) 田端 拓実(1) 田代 大士(1) 今村 拓矢(1) 緒方 智大(1) 川内 悠大(1) 上村 修矢(1)

河村 勇希(2) 中濱 嘉紀(2) 江崎 拓海(2) 上原 千豊(2) 佐々木 健太(2) 前田 拓海(2) 宮崎 泰典(2) 木下 涼平(2)

10日 共通 西合志南 45.04 玉名 45.23 岱明 45.28 不知火 45.38 荒尾第四 45.55 本渡 46.14 上 46.25 錦ヶ丘 47.10

４×１００ｍＲ 森田 和真(3) 水村 大樹(2) 原口 匠(3) 山下 凌(2) 清田 和樹(3) 松原 秀一郎(2) 櫻田 稔真(3) 嶺 優綺(3)

加藤 大知(3) 明石 智博(3) 松尾 樹輝也(3) 河野 達也(2) 井手 翔慎(3) 波多 祐樹(3) 岡本 陵(3) 千原 仁貴(3)

松本 竜弥(3) 鶴田 聖人(2) 木村 祐也(2) 山下 慎太郎(3) 有働 典弘(2) 山本 緩太(3) 村本 大希(2) 友田 泰嗣(3)

山田 瑛貴(3) 竹市 龍生(3) 坂井 佑成(3) 小材 海(2) 鐘ヶ江 直哉(3) 吉川 直輝(3) 深水 孝志郎(3) 武田 耕陽(3)

10日 ４種総合得点 津留 聖憲(3) 1901 村上 聖二郎(3) 1882 迎 裕一郎(3) 1747 藤本 奏太(2) 1718 興梠 聡啓(3) 1697 国武 直輝(3) 1328 緒方 直輝(2) 1295 米田 雄哉(3) 1109

菊鹿 菊鹿 荒尾海陽 阿・西原 高森 荒尾第三 阿・西原 荒尾第三

9日 501 533 477 525 427 269 474 230

456 460 346 360 359 361 279 314

10日 389 303 367 389 367 345 225 283

550 586 557 444 544 353 317 282
凡例：RC‥標準記録突破 ER‥九州中学記録 KR‥県中学新記録 EKR‥県中学タイ記録 JO‥代表決定戦により九州大会出場権獲得

玉名*予選13.44（+1.3）ER KGR

18.53/-1.3
6m51
1m26
1:02.99

21.66/-1.3
7m11
1m35
1:04.19

総 務 松尾 具親 沢田 修
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
混成審判長 里木 伸輔
競技者審判長 田代 一行
記録主任 一安晋太郎

17.99/-1.3
7m89
1m50
59.11

19.06/-1.3
7m88
1m47
56.39

21.08/-1.3
7m91
1m44
1:01.84

110mH
砲丸投
走高跳
400m

18.24/-1.3
9m51
1m50
56.11

17.91/-1.3
9m57
1m38
55.32

18.50/-1.3
7m66
1m47
56.06


