
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 )

女子 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 河津 美里 12.94 有働 陽奈子 13.40 西村 優花 13.64 蓑毛 明日香 13.90 満井 茜 13.96 山下 歩花 13.99 古東 京佳 14.18 牛崎 真子 14.32

風:-0.1 託麻 日奈久 八代第四 人吉第二 県立八代 宇・鶴城 小国 菊鹿

9日 2年１００ｍ 北川 愛菜 13.05 酒井 優香 13.13 宮本 みずき 13.36 鶴嶋 愛惟 13.60 上床 桜子 13.67 矢田 恵理 13.94 本橋 玲奈 14.10

風:-1.8 熊本大附 益城 下・城南 人吉第二 宇・鶴城 八代第四 菊池南

9日 3年１００ｍ 田中 芹奈 12.72 福嶋 美幸 12.91 梶原 由絵 12.98 田添 莉乃 13.30 松平 瑞紀 13.34 井野 早耶香 13.37 松川 亜紅 13.38

風:+0.1 龍ヶ岳 本渡 本渡 宇・鶴城 上 一の宮 不知火

10日 共通２００ｍ 梶原 由絵(3) 26.36 田中 芹奈(3) 26.60 北川 愛菜(2) 26.84 藤川 美優(3) 27.17 上田 果奈(3) 27.31 太田 蘭(3) 27.44 長谷川 加奈(3) 27.49 山口 桃香(3) 27.58

風:-1.6 本渡 龍ヶ岳 熊本大附 宇・鶴城 荒尾海陽 嘉島 玉名 球磨

10日 1年８００ｍ 小田原 春菜 2:25.10 吉崎 あさひ 2:25.19 新山 舞 2:25.21 三角 彩乃 2:25.58 小山 璃子 2:28.35 鈴木 愛林 2:28.90 坂本 佳鈴 2:32.07 山本 咲良 2:32.60

松橋 小川 山江 三角 宇・鶴城 八代第一 三加和 東陽

10日 2年８００ｍ 松村 悠香 2:15.38 木吉 凜子 2:16.39 西口 千尋 2:22.06 下田 愛美 2:22.56 今村 菜々子 2:23.12 若杉 夏希 2:23.56 坂本 彩香 2:24.38 中川 京香 2:24.38

松橋 RC 松橋 RC 一の宮 武蔵ヶ丘 八代第四 山鹿 熊・西原 矢部

10日 3年８００ｍ 坂本 由衣 2:19.18 犬童 純怜 2:20.28 宮崎 遥 2:22.10 原田 裕花 2:24.64 中嶋 彩乃 2:25.46 田上 舞花 2:26.03 西村 優香 2:27.82 中村 京華 2:28.22

熊・西原 八代第四 松橋 大矢野 三加和 甲佐 益城 八代第一

9日 共通１５００ｍ 松村 悠香(2) 4:40.75 渡辺 沙保(3) 4:44.90 石橋 奈津美(3) 4:45.10 秋山 佳奈美(3) 4:48.70 平田 麻理亜(2) 4:51.27 浦田 美和(3) 4:51.54 一 紋野女(3) 4:55.67 川口 日菜子(3) 4:56.11

松橋 倉岳 小国 八代第一 八代第一 玉名 鹿南 牛深

10日 低学８０ｍＨ 中川 桃華(2) 12.35 岩本 莉奈(1) 12.43 鬼ケ原 百花(1) 12.54 吉川 未来(2) 12.62 一美 圭那(2) 12.71 冨重 佳代(2) 12.79 平川 舞歩(2) 12.86 森下 葵(2) 13.03

風:-1.2 八代第四 ルーテル 人吉第一 小川 八代第二 玉名 託麻 八代第一

9日 １００ｍＨ 沢田 玲香(3) 14.90 古閑 加奈絵(3) 15.13 橋本 佳耶(3) 15.45 小坂 真未(3) 16.12 岡部 聖(3) 16.21 豊田 さくら(3) 16.66 中山 愛梨(3) 17.31 草部 華央里(3) 17.32

風:-0.4 錦 人吉第一 帯山 阿蘇北 本渡 山鹿 玉名 阿・西原

9日 共通走高跳 芹川 樹奈(3) 1m48 中村 香南子(2) 1m45 高 奈津美(3) 1m45 下坂 遥菜(3) 1m40 中島 渚(2) 1m40 河路 礼奈(3) 1m40 橋本 愛佳(3) 1m35

本渡 水俣第一 東町 荒尾第三 菊池南 袋 出水

石橋 沙紀(3) 1m35

西合志南

9日 共通棒高跳 宮本 留衣(3) 2m30 西橋 明日香(1) 2m10 大岩 絢音(1) 1m90

西合志 西合志 西合志

一野 愛美(2) 1m90

西合志

10日 共通走幅跳 野口 真未(3) 5m17 髙野 早紀(3) 4m90 宮下 史圭(2) 4m80 中原 早貴(3) 4m75 野田 永里咲(3) 4m74 大西 里奈(3) 4m66 古庄 さくら(3) 4m58 橋口 美咲(2) 4m56

北部+0.1 長洲-1.3 五和西-0.5 菊池南-1.1 力合-1.0 河浦-0.5 下・城南+1.7 力合-0.2

9日 共通砲丸投 向坂 日菜野(3) 12m46 甲斐 利枝(2) 12m01 山口 玲奈(2) 9m56 高村 知世(3) 9m49 後藤 瑠菜(3) 9m37 若木 美咲(2) 9m23 山田 陽香里(3) 8m56 宮﨑 麻加(3) 8m55

砲丸：2.721kg 上 白水 下・城南 帯山 力合 袋 袋 菊鹿

9日 低学 八代第四 52.93 人吉第二 53.62 本渡 53.84 下・城南 53.86 八代第一 54.55 上 55.39 砥用 55.62 託麻 56.15

４×１００ｍＲ 小松 令恵(2) 北古賀 蒼(2) 野上 舞(2) 宮本 みずき(2) 満田 妃奈乃(2) 福本 梨乃(2) 篠原 由李(2) 小山 優佳(2)

堀田 葉月(1) 蓑毛 明日香(1) 溝上 みき(1) 長崎 佑依(1) 花岡 聖佳(1) 山本 鈴香(1) 山村 七海(1) 別城 早紀(1)

西村 優花(1) 丸山 玲奥奈(1) 末田 梨乃(1) 田村 今日香(1) 鈴木 愛林(1) 黒木 未亜(1) 園田 かな子(1) 小山 星華(1)

桑原 尚子(2) 鶴嶋 愛惟(2) 松下 菜留美(2) 中島 優希(2) 深川 恵充(2) 犬童 楓(2) 吉田 ひかり(2) 平川 舞歩(2)

10日 共通 本渡 49.12 宇・鶴城 50.79 八代第四 51.71 玉名 51.76 錦 52.19 山鹿 52.57 上 53.32 帯山 53.36

４×１００ｍＲ 酒井 美香(3) KR 上床 桜子(2) 矢田 恵理(2) 武澤 美咲(3) 桑原 妃皇(3) 西村 茄恋(3) 谷川 嘉那(2) 荒牧 佳那美(3)

福嶋 美幸(3) 藤川 美優(3) 中嶋 優衣(2) 太田 麻里阿(2) 中嶋 志帆(3) 本多 千明(2) 松平 瑞紀(3) 橋本 佳耶(3)

梶原 由絵(3) 松村 涼子(3) 中川 桃華(2) 西川 鈴音(2) 東 梨香(3) 船津 ゆかり(2) 溝口 佳恵(2) 隈元 まみ(2)

高山 真里奈(3) 田添 莉乃(3) 犬童 純怜(3) 長谷川 加奈(3) 沢田 玲香(3) 豊田 さくら(3) 野田 穂乃香(3) 田上 穂奈美(3)

10日 ４種総合得点 冨田 碧依(3) 2043 東 玲奈(3) 1998 髙田 愛生(3) 1852 寺本わかば(3) 1676 吉村 咲音(3) 1654 松村 涼子(3) 1624 長野 有紗(3) 1621 口元 ゆうか(2) 1553

益城 西合志南 砥用 阿・西原 八代第一 宇・鶴城 菊鹿 牛深東

9日 637 674 494 527 456 412 446 439

523 439 379 293 409 293 379 321

10日 346 391 380 416 250 370 412 298

537 494 599 440 539 549 384 495

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

18.42/+0.0
1m27
8m19

31.47/-0.1

18.49/+0.0
1m21
6m42

29.82/-0.1

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

100m
走高跳
砲丸投
200m

16.65/+0.0
1m41
7m17

29.24/-0.1

16.33/+0.5
1m33
7m87

29.83/-1.8

17.95/+0.5
1m27
7m70

28.41/-1.8

17.63/+0.5
1m18
8m25

30.61/-1.8

18.32/+0.0
1m30
5m67

29.21/-0.1

18.77/+0.5
1m18
7m54

29.07/-1.8


