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八代市陸上競技記録会 2015年6月20日(土)
決勝一覧表

熊本県営八代運動公園陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子１年中学 １００ｍ 安藤　啓士(1) 12.9 竹上　直希(1) 13.4 成田　翔馬(1) 13.5 坂本　大地(1) 13.6 平江　俊介(1) 13.7 伊津野　大介(1) 13.8 斉藤優河(八代三中) 14.1

嘉島中  八代二中  下益城城南中  八代二中  下益城城南中  下益城城南中  脇本　敦(八代四中)   
池田光輝(maeda)

中村倫玖(下･城南中)

男子２年中学 １００ｍ 山本　伸哉(2) 12.3 井上　侑樹(2) 12.6 森崎泰介(小川中) 12.7 中川　慶一(2) 12.8 谷口　幸也(2) 13.0 松岡　嶺治(2) 13.1 足立駿斗(八代二中) 13.2
本渡中  山鹿中  平田登真(maeda)   本渡中  鏡中  下益城城南中  杉本佑樹(maeda)  

男子３年中学 １００ｍ 金丸　侑樹(3) 11.5 久保　慶起(3) 11.8 福岡　直人(3) 11.8 岩井雅人(小川中) 11.9 野中　理樹(3) 12.1 太田　椋(3) 12.2 川上　慶一郎(3) 12.2
本渡中  maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  嘉島中  百田佳弘(八代二中)   本渡中  本渡中  八代四中  

男子中学 ２００ｍ 田中　翔太(3) 23.8 金丸　侑樹(3) 24.0 小平　竜二(3) 24.9 郷原　玲音(3) 25.1 村田　圭都(3) 25.3 村崎　光(3) 25.5 吉富　晏樹(3) 25.5 渕上　夏旺(2) 25.8
不知火中  本渡中  豊野中  八代四中  八代四中  八代一中  山鹿中  山鹿中  

男子中学 ４００ｍ 松森　史晃(3) 53.3 岩井　雅人(3) 54.5 笹田　康清(3) 55.4 吉富　晏樹(3) 55.7 上村　泰司(3) 60.1 森﨑　賢勢(3) 62.4 田中　克英(2) 63.7 山城　海斗(3) 67.6
本渡中 小川中 不知火中 山鹿中 八代四中 鏡中 不知火中 三角中

男子中学 ８００ｍ 渕上　夏旺(2)  2:12.3 島田　翔(3)  2:28.8 片山　涼雅(3)  2:30.3 竹上　直希(1)  2:31.3 森　大綺(1)  2:33.1 渡邉　裕太(2)  2:35.8 上田　碧(1)  2:36.6 梅田　李聖(1)  2:43.7
山鹿中 竜北中 小川中 八代二中 不知火中 本渡中 不知火中 本渡中

男子中学 ３０００ｍ 奥村　辰徳(3)  8:56.8 森　勇人(2) 10:06.1 酒田　竜之介(2) 10:08.3 五反田　大斗(3) 10:18.5 松本　蒼(2) 10:28.6 濱洲　大和(3) 10:39.1 嶋田　雄太郎(2) 10:39.6 白石　慶成(2) 10:40.3
不知火中 不知火中 不知火中 鏡中 本渡中 本渡中 三角中 鏡中

男子１年中学 １５００ｍ 吉村　大寿(1)  4:44.3 成田　翔馬(1)  4:51.8 雜賀　大賢(1)  4:54.2 小﨑　健太(1)  4:55.8 本田　大和(1)  4:56.7 森　大綺(1)  4:57.8 淵川　哲志(1)  5:01.6 戸髙　優茉(1)  5:05.8
益城中 下益城城南中 津奈木中 益城中 松橋中 不知火中 八代四中 八代四中

男子２年中学 １５００ｍ 中野　清正(2)  4:38.4 森　勇人(2)  4:43.0 酒田　竜之介(2)  4:48.6 松本　蒼(2)  4:50.0 中村　太芽(2)  4:50.6 黒木　　 諒(2)  4:51.1 岩井　俊璃(2)  4:51.9 嶋田　雄太郎(2)  4:52.2
八代二中 不知火中 不知火中 本渡中 下益城城南中 八代二中 豊野中 三角中

男子３年中学 １５００ｍ 奥村　辰徳(3)  4:14.4 溝田　晃一郎(3)  4:27.9 吉村　栄次郎(3)  4:34.4 五反田　大斗(3)  4:38.4 林　哲也(3)  4:40.1 緒方　健太(3)  4:43.2 木下　海征(3)  4:49.0 濱洲　大和(3)  4:51.4
不知火中 下益城城南中 益城中 鏡中 津奈木中 嘉島中 県立八代中 本渡中

男子中学 走幅跳 百田　佳弘(3) 6m18 太田　椋(3) 5m98 松岡　嶺治(2) 5m84 中川　慶一(2) 5m49 川上　慶一郎(3) 5m43 岡本　心輝(2) 5m33 中村　武蔵(3) 5m00 牛島　智樹(2) 4m57
八代二中 本渡中 下益城城南中 本渡中 八代四中 八代一中 八代三中 八代四中

男子中学 走高跳 吉田　南斗(3) 1m50 野中　理樹(3) 1m50 宮﨑　昌洋(1) 1m35
下益城城南中 本渡中 本渡中

男子中学 砲丸投 平岡　拓海(2)   8m74
豊野中

男子中学 １１０ｍＨ 松森　史晃(3) 15.7 村田　圭都(3) 18.0 山城　海斗(3) 21.1
(0.914m) 本渡中  八代四中  三角中  

男子低学年 １００ｍＨ 山本　伸哉(2) 14.8 米田　太陽(2) 14.8 深澤　健斗(2) 15.0 井上　侑樹(2) 16.0 野口　天斗(2) 17.4
(0.762m) 本渡中  下益城城南中  松橋中  山鹿中  下益城城南中  

男子３年小学 １００ｍ 橋口　拓朗(3) 16.3 本田　琉士(3) 16.7 山本　莉玖(3) 17.1 酒井　裕夢(3) 17.6 宮本魁斗(植柳小) 17.9 金子　紳吾(3) 18.2 本田　隼士(3) 18.3
松高クラブ  maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  八代AC  八代小  西田昊翔(八代小)   松高クラブ  植柳小  

男子４年小学 １００ｍ 上村　蒼月(4) 15.7 戸田　唯人(4) 16.1 中山　晃太朗(4) 16.3 中田　道仁(4) 16.7 橋本　匠(4) 16.8 田方大翔(松高) 16.9 山田　純真(4) 17.0
八千把小  松高クラブ  松高クラブ  高田小  日奈久小  下松谷陸(松高)   八千把小  

男子５年小学 １００ｍ 鬼塚克佳(八千把小) 16.6 石村　旺雅(5) 16.8 森田　陽登(5) 17.2 福田　敦大(5) 17.4 山田　大翔(5) 17.6 森田　崇一(5) 17.7
松岡龍聖(八代小) 八代小 高田小 八代小 八千把小 高田小

田中結翔(高田小)

男子６年小学 １００ｍ 木下　椋斗(6) 16.4 山下　心(6) 16.8 松本　侑也(6) 17.2 桂下　聖哉(6) 18.2 髙田　航世(6) 18.5
八千把小  八千把小  八千把小  八千把小  植柳小  

男子小学 ８００ｍ 稗田　幸真(6)  2:40.8 塚本　匠(5)  2:58.0 園田　碧夢(5)  3:01.7 財木　祥(4)  3:04.8 遠山　慶翔(5)  3:08.0 眞田　咲弥(5)  3:14.6 中村　海斗(5)  3:44.6
植柳小 泉学園 宮地小 八千把小 宮地小 泉学園 宮地小

女子１年中学 １００ｍ 泉　　 陽奈子(1) 13.6 米村　凜(1) 13.9 川田　志乃(1) 14.0 石田　愛亜彩(1) 14.0 樫山　妃和(1) 14.1 松本　月那(1) 14.4 近松　萌生(1) 14.5 松江優衣(本渡中) 14.6
八代二中  八代四中  maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  八代二中  本渡中  八代一中  八代三中  平野恵人(八代一中)  

女子２年中学 １００ｍ 岩本　晏奈(2) 13.1 森本　真妃(2) 13.4 平野　莉彩(2) 13.5 高見　栞璃(2) 14.0 川端 あゆみ(2) 14.1 芹川　佳弥(2) 14.1 宮本　怜奈(2) 14.1 財満　梨那(2) 14.2
八代二中  八代三中  八代二中  下益城城南中  本渡中  本渡中  八代四中  小川中  

女子３年中学 １００ｍ 中村　梨音(3) 12.9 村上　碧(3) 13.2 園田　真巳(3) 13.7 寺尾　絵莉(3) 14.0 小林　光那(3) 14.1 山下裕生(本渡中) 14.2
八代二中  下益城城南中  八代三中  八代四中  豊野中  松琴彩邑(益城中)    

中村姫華(小川中)

女子中学 ２００ｍ 中村　梨音(3) 26.6 岩本　晏奈(2) 27.4 山本　幸葵(2) 27.5 山下　裕生(3) 28.5 西村　歌奈(2) 29.0 福山凜音(八代一中) 29.1
八代二中  八代二中  八代二中  本渡中  県立八代中  樫山妃和(本渡中)    

中山美咲(八代三中)

女子中学 １５００ｍ 儀藤　優花(3)  4:52.7 福山　詩織(2)  4:53.6 伊藤　真依(2)  5:03.0 松下　愛花(2)  5:08.7 本明　愛梨(3)  5:10.3 松井　渚(3)  5:13.5 吉永　琉音(2)  5:13.9 山口　茜奈(3)  5:15.1
松橋中 津奈木中 津奈木中 本渡中 泉中 砥用中 松橋中 本渡中

女子１年中学 ８００ｍ 佐藤　桜子(1)  2:35.1 北原　あさひ(1)  2:35.8 益田　真美(1)  2:36.1 川野　朱莉(1)  2:37.3 一ノ口　真鈴(1)  2:38.6 戸浦　結月(1)  2:40.7 中林　萌々子(1)  2:41.1 宮本　朋加(1)  2:41.4
松橋中 砥用中 本渡中 八代二中 砥用中 砥用中 松橋中 益城中

女子２年中学 ８００ｍ 奥田　あゆ(2)  2:23.2 垣田　理子(2)  2:24.5 松下　愛花(2)  2:30.3 田中　芹菜(2)  2:32.2 三角　真由(2)  2:35.8 吉永　琉音(2)  2:36.7 濱下　みなみ(2)  2:39.8 西岡　瑠里(2)  2:41.8
本渡中 八代四中 本渡中 本渡中 三角中 松橋中 住吉中 住吉中

女子３年中学 ８００ｍ 林田　彩(3)  2:24.5 堀坂　美月(3)  2:24.8 儀藤　優花(3)  2:28.8 山口　茜奈(3)  2:31.4 坂本　七海(3)  2:32.8 城　奈々子(3)  2:35.6 西山　舞(3)  2:35.8 田尻　郁(3)  2:36.8
三角中 小川中 松橋中 本渡中 砥用中 県立八代中 三角中 八代一中

女子中学 １００ｍＨ 宮本　里南(3) 18.3 村田　彩加(3) 18.3 前方　夢奈(3) 18.6 宮田　真希(3) 20.8
(0.762m) 益城中  砥用中  三角中  鏡中  



Page:2 of 2

八代市陸上競技記録会 2015年6月20日(土)
決勝一覧表

熊本県営八代運動公園陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
女子低学年 ８０ｍＨ 平野　莉彩(2) 12.6 森田  結衣(1) 13.8 西岡　真衣(2) 14.7 野口　恵理子(2) 15.1 見崎　夏音(1) 16.7 田中　稀来(2) 17.0 藤沢　美空(2) 17.0

(0.762m) 八代二中  県立八代中  八代二中  下益城城南中  砥用中  下益城城南中  八代一中  

女子中学 走高跳 村上　静和(3) 1m50 村上　碧(3) 1m50 大村　玲奈(3) 1m50 嶋田　美桜(2) 1m40 野藤　涼花(1) 1m30 田浦　ひなた(1) 1m25 德田　真日瑠(1) 1m20
八代二中 下益城城南中 下益城城南中 本渡中 八代一中 本渡中 鏡中

女子中学 走幅跳 松琴　彩邑(3) 4m52 德永　栞(3) 4m50 西村　彩花(2) 4m47 吉田　紫乃(3) 4m47 園田　菜摘(1) 3m89 江口　咲衣(2) 3m76 岩本　禎子(1) 3m72 松原　ひかり(1) 3m58
益城中 三角中 八代四中 八代四中 本渡中 八代一中 本渡中 本渡中

女子中学 砲丸投 長木　七海(3)   8m42 津川　響生(1)   6m40 大川　菜々子(2)   6m37 髙島　愛梨(3)   6m17 下村　友花(3)   5m67
三角中 砥用中 益城中 三角中 八代四中

女子３年小学 １００ｍ 樋口　愛実華(3) 17.6 中津　愛莉(3) 17.9 宮地　七海(3) 18.0 稲垣　心(3) 18.4 岩永　彩生(3) 18.9 益田　ななみ(3) 19.1 石村　凪咲(3) 19.2 小庵　春菜(3) 19.5
maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  八代小  日奈久小  植柳小  宮地小  松高クラブ  八代小  高田小  

女子４年小学 １００ｍ 松本　祈星(4) 15.8 永松　南美(4) 16.0 志水　杏(4) 16.2 上原　礼(4) 16.3 山形愛羽(松高) 16.5 松崎　萌惟(4) 16.6 角田　若葉(4) 17.1
 八千把小  八代AC  日奈久小  西田桜子(高田小)   八千把小  松高クラブ  

女子５年小学 １００ｍ 石村　星玲那(5) 16.0 本田　凛(5) 16.6 古田紗也夏(八千把小 16.9 三籐　瑞季(5) 17.3 野田穏音(植柳小) 17.8
八代小  植柳小  松村優杏(高田小)    八千把小  中村衣織(高田小)   

福田朱那(高田小) 泉沙耶香(八代小)

女子６年小学 １００ｍ 谷口　詩音(6) 15.1 森下　みか(6) 15.3 一美　千優(6) 15.5 髙橋　円(八代中) 15.7 志戸　萌亜(6) 16.1 沼田　由莉亜(6) 16.3
日奈久小  日奈久小  植柳小  井上真希(宮地小)    八代小  八代小  

鍬﨑仁美(高田小)

女子小学 ８００ｍ 渕上　莉帆(6)  3:02.2 木本　樹里(4)  3:12.1
八代小 八千把小

男子中学 ４×１００ｍ 本渡中 45.5 不知火中 49.2 嘉島中 49.4 八代一中 50.3 八代四中 50.4 鏡中 51.6 益城中 51.9 八代三中 53.0
  太田　椋(3)   古原　巧巳(2)   安藤　啓士(1)   蔦本　伊吹(2)   村田　圭都(3)   小島　孝紀(1)   河端　雅哉(3)   松田　楓太(3)
  松森　史晃(3)   田中　翔太(3)   木村　龍樹(3)   岡本　心輝(2)   郷原　玲音(3)   谷口　幸也(2)   志戸岡　雄(3)   宮川　大輝(3)
  野中　理樹(3)   笹田　康清(3)   中林　廉(3)   村崎　光(3)   藤本　大翔(3)   森﨑　賢勢(3)   守山　正真(3)   早川　諒(3)
  金丸　侑樹(3)   田中　克英(2)   福岡　直人(3)   石見　壮紀(3)   川上　慶一郎(3)   坂本　望(3)   吉村　栄次郎(3)   棚町　剛史(3)

男子低学年 ４×１００ｍ 下益城城南中 51.0 本渡中 51.6 八代四中 55.6 嘉島中 56.5
  野口　天斗(2)   中川　慶一(2)   永村　健人(2)   林田　玲遠(2)
  小夏　和馬(1)   宮﨑　昌洋(1)   脇本　敦(1)   佐藤　里玖(1)
  伊津野　大介(1)   岩永　教宏(1)   佐藤　大輝(1)   緒方　麗紋(1)
  米田　太陽(2)   山本　伸哉(2)   牛島　智樹(2)   水橋　亮馬(2)

女子中学 ４×１００ｍ 八代二中 50.2 下益城城南中 53.7 本渡中 54.2 八代三中 54.2 八代四中 54.8 三角中 57.0 八代一中 57.6 県立八代中 58.6
  村上　静和(3)   野口　恵理子(2)   濱　万希子(3)   中山　美咲(2)   吉田　紫乃(3)   長木　七海(3)   江口　咲衣(2)   上野　咲羽(2)
  岩本　晏奈(2)   村上　碧(3)   山下　裕生(3)   園田　真巳(3)   寺尾　絵莉(3)   前方　夢奈(3)   内田　遙(2)   岡村　歩紀(3)
  山本　幸葵(2)   村上　朱琉(3)   山口　祐奈(3)   長谷川　みる(3)   西村　彩花(2)   林田　彩(3)   下山　沙弥(1)   今村　美也子(2)
  中村　梨音(3)   高見　栞璃(2)   川端 あゆみ(2)   森本　真妃(2)   宮野　真菜(1)   德永　栞(3)   平野　恵人(1)   杉谷　歩美(1)

女子低学年 ４×１００ｍ 県立八代中 54.1 八代四中 54.1 本渡中 55.0 八代一中 55.6 下益城城南中 58.0 嘉島中 58.3 益城中 59.9 八代三中  1:00.8
  中山　結衣(2)   永松　璃奈(2)   福本　朱里(2)   藤沢　美空(2)   岩永　咲姫(2)   境　桜香(2)   大川　菜々子(2)   田口　愛心(1)
  安永　莉帆(1)   米村　凜(1)   樫山　妃和(1)   福島　里奈(1)   山本　莉夏(1)   武田　梨那(1)   園田　彩葉(1)   杉水　織羽(1)
  秋永　理子(1)   西村　天音(1)   松江　優衣(1)   松本　月那(1)   村上　朱菜(1)   榮　 胡桃(1)   金光　麗華(1)   梅田　未夢(1)
  西村　歌奈(2)   宮本　怜奈(2)   芹川　佳弥(2)   福山　凜音(2)   小林　彩萌(2)   迫本　萌未(2)   森川　里桜(2)   近松　萌生(1)

女子小学 ４×１００ｍ 八代小  1:02.6 日奈久小A  1:03.6 高田小Ａ  1:04.6 八千把小B  1:05.3 植柳小  1:05.9 宮地小A  1:06.2 松高クラブ  1:06.4 高田小Ｂ  1:06.9
  渕上　莉帆(6)   山田　愛恵(6)   鍬﨑　仁美(6)   栗林　結菜(4)   一美　千優(6)   黒木　優花(6)   角田　若葉(4)   西田　桜子(4)
  髙橋　円(6)   森下　みか(6)   福田　朱那(5)   松崎　萌惟(4)   本田　凛(5)   井上　真希(6)   森下　愛弓(4)   田中　優里(4)
  沼田　由莉亜(6)   谷口　菜々(6)   松村　優杏(5)   木佐木　梨花(4)   野田　穏音(5)   田中　菜々美(6)   山元　結愛(4)   山本　萌夏(4)
  志戸　萌亜(6)   谷口　詩音(6)   中村　衣織(5)   永松　南美(4)   杉本　優(5)   岩野　寿音(6)   山形　愛羽(4)   中道　亜衣(4)

男子小学 ４×１００ｍ 松高クラブ  1:05.2 八千把小A  1:05.2 高田小  1:06.3 八千把小B  1:06.6 同順：植柳小  1:06.6 八代小  1:08.2 宮地小  1:15.3 八代小  1:16.0
  梅田　大地(4)   桂下　聖哉(6)   田中　結翔(5)   和久田　虎輝(4)   髙田　航世(6)   福田　敦大(5)   園田　碧夢(5)   冨永　大和(4)
  戸田　唯人(4)   山下　心(6)   中田　道仁(4)   上村　蒼月(4)   稗田　幸真(6)   松岡　龍聖(5)   遠山　慶翔(5)   田尻　朋輝(4)
  田方　大翔(4)   松本　侑也(6)   林田　真之介(4)   財木　祥(4)   小嶋　慎之介(5)   吉岡　翔(5)   中村　海斗(5)   野口　翔空(5)
  中山　晃太朗(4)   木下　椋斗(6)   森田　陽登(5)   山田　純真(4)   近松　一歩(4)   石村　旺雅(5)   中村　璃玖(4)   大谷　翼(5)

男子１年小学 １００ｍ 林田　桜河 21.2
maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

男子２年小学 １００ｍ 下松谷　柊(2) 17.3 志水　秀宇(2) 18.2 松岡　奨真(2) 19.1 林田　和音(2) 20.6 松中　佑真(2) 20.9 工藤　悠輝(2) 21.2
松高クラブ  八代AC  松高クラブ  maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  松高クラブ  松高クラブ   

女子１年小学 １００ｍ 山形　結衣星(1) 19.6 村野　真央(1) 24.9
松高クラブ  松高クラブ  

女子２年小学 １００ｍ 杉本　千夏(2) 19.3 樋口　心由羽(2) 19.7 田中　由菜(2) 19.9 菊川　麗奈(2) 20.0 松岡　那奈(2) 21.4 村野　文香(2) 22.4
宮地小  maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  松高クラブ  松高クラブ  松高クラブ  松高クラブ  


