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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 8/11 岩永　匡史 松島陸上クラブ 11.20/

村上　将一(3) 山口大

尾下　雄真(3) 11.50/

天草工

山﨑　大地(3) 11.60/

天草工

森　孝文 牛深高校 11.80/

小山　倖生(1) 天草高

岡田　竜二(3) 11.80/

鹿国大

村上　貴哉(2) 牛深高校 11.90/

橋本　光世(1) 天草高

１５００ｍ 8/11 井上　拓優(1)  4:15.20

濟々黌高

梅津　圭佑(2)  4:20.60

フンドーキン

大田　侑典  4:20.80

姫戸中

江﨑　阿蔵(2)  4:26.80

天草高

吉田　祥麻(2)  4:28.00

牛深高校

長尾　綾馬(3)  4:29.60

本渡東中

田畑　弘人(1)  4:33.80

鹿国大

江﨑　健士郎(1)  4:34.30

天草高

３０００ｍ 8/11 松本　優生  9:08.00

有明ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ

窪田　貴大(大)  9:16.10

上天草陸協

富田　誠至郎  9:22.20

天草マラソンクラブ

野嶋　大佑  9:28.20

有明ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ

渡辺　哲浩  9:34.70

オーデンＡＣ

松本　健聖  9:46.40

有明ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ

谷川　雄基(3)  9:50.50

大矢野中

三角　啓彰(2) 10:04.30

三角中

男子共
通

１００ｍ 8/11 岩﨑　克真 11.30/

NGR牛深東中

太田　一吹(3) 11.90/

本渡東中

岩永　教宏(3) 本渡中 12.00/

新原　矢摩斗(3) 本渡中

大西　一聖(3) 大矢野中

松下　翔(1) 本渡中 NGR

山本　永遠(2) 三角中 12.20/

梅津　虎ノ介(2) 本渡中
男子中

学

１００ｍ 8/11 森島　晃英(6) 14.10/

松島陸上クラブ

野口　倖(6) 14.20/

天草倶楽部

本田　琉士(5) 14.30/

MaedaAC

竹本　圭佑(6) 14.50/

本渡北クラブ

荒木　泰心(小６) 14.60/

新和陸上クラブ

海原　来輝(6) 坂瀬川小 14.80/

江口　翔平(6) 本渡南小

岡村　太陽(5) 楠浦陸上クラブ

８００ｍ 8/11 浦川　栞伍(6)  2:31.60

K･WINGS･AC

久野　功雅(6)  2:36.40

不知火ＪＲＣ

鶴田　大翔(6)  2:38.00

本渡北クラブ

中熊　海輝(6)  2:38.40

不知火ＪＲＣ

山﨑　龍斗(小６)  2:38.60

新和陸上クラブ

小西　康晴(5)  2:44.50

本渡南クラブ

飯田　翔大(6)  2:45.80

志岐小

山田　洸志(5)  2:47.10

不知火ＪＲＣ

男子小
学４・
５・６
年生

１００ｍ 8/11 江口　春磨(3) 16.10/

本渡南小

牧本　晃志郎(3) 16.80/

あみつジュニア

中村　昊心(3) 16.90/

MaedaAC

山下　鴻河(3) 17.00/

本渡北小

本崎　秀虎(2) 17.10/

楠浦陸上クラブ

糸田　龍輝(3) 17.30/

楠浦陸上クラブ

積　明門(2) 17.70/

松島陸上クラブ

吉田　要(3) 18.00/

倉岳陸上クラブ

男子小
学1・
２・３

１００ｍ 8/11 濱　悠季菜(1) 13.30/

天草高

内崎　愛奈(1) 13.50/

天草高

内崎　鈴奈(1) 13.90/

天草高

中澤　侑奈(2) 13.90/

牛深高校

山下　真美 ATFC 14.70/

濱　いち子 ATFC

嶋﨑　彩花(1) 15.10/

上天草高

嶋田　美桜(1) 15.40/

天草高

８００ｍ 8/11 山口　茜奈(2)  2:27.60

天草高

松岡　ほのか(2)  2:34.70

本渡東中

髙瀬　かなみ(1)  2:34.90

三角中

池田　果穂(1)  2:36.50

倉岳中

新田　愛実(2)  2:37.00

本渡中

下田　瑠香(1)  2:37.20

天草高

中村　紗菜(2)  2:37.90

本渡中

濱﨑　美波(2)  2:38.10

本渡中

１５００ｍ 8/11 吉田　瑠衣（３）  5:04.70

牛深東中

山道　晴菜(3)  5:04.70

倉岳中

野嶋　千里(3)  5:06.60

有明ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ

池田　沙琴(3)  5:14.00

倉岳中

山川　祐佳(2)  5:15.10

有明ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ

長元　夏帆(2)  5:20.60

楠浦陸上クラブ

鳥嶋　酉(2)  5:20.60

天草高

汐見　憂菜(3)  5:21.40

大矢野中

女子共
通

１００ｍ 8/11 樫山　妃和(3) 12.90/

本渡中

脇﨑　葉月（１） 13.70/

牛深東中

岩本　禎子(3) 13.90/

本渡中

船辺　未沙紀（３） 牛深東中 14.00/

尾下　美玖(2) 本渡中

濱﨑　こころ(2) 14.10/

本渡中

小川　華澄（３） 14.20/

牛深東中

錦戸　真菜(3) 天草倶楽部14.30/

山川　萌(3) 大矢野中

女子中
学

１００ｍ 8/11 堀川　静来(6) 13.40/

倉岳陸上クラブ

笠松　友夏(6) 13.60/

倉岳陸上クラブ

山形　愛羽(6) 13.80/

AIAC

池田　帆華(6) 14.20/

倉岳陸上クラブ

平　弥生(6) 倉岳陸上クラブ 14.60/

樋口　愛実華(5) MaedaAC

中本　新菜(5) 本渡南クラブ 14.70/

德永　遥月(6) 本渡南クラブ

８００ｍ 8/11 松野　藍霞(6)  2:34.00

NGR豊岡RC

山下　華那(5)  2:41.50

楠浦陸上クラブ

上田　香菜(6)  2:45.50

不知火ＪＲＣ

田中　環和(6)  2:46.80

不知火ＪＲＣ

玉田　有梨沙(5)  2:48.10

楠浦陸上クラブ

田中　那歩(4)  2:49.10

不知火ＪＲＣ

森下　天春(6)  2:51.10

本渡北クラブ

平野　美寿希(6)  2:53.20

本渡北クラブ

女子小
学４・
５・６
年生

１００ｍ 8/11 山形　結衣星(3) 16.00/

AIAC

堀川　夏来(3) 倉岳陸上クラブ 17.50/

岡村　空(3) 楠浦陸上クラブ

山本　萌愛(2) 18.10/

倉岳陸上クラブ

野村　ひいろ(2) 18.40/

あみつジュニア

錦戸　奈月(2) 18.50/

天草倶楽部

富山　ちなつ(3) 18.60/

倉岳陸上クラブ

袋田　千愛(2) 18.70/

楠浦陸上クラブ

女子小
学1・
２・３

凡例（NGR:大会新記録）


