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2019/07/27～2019/07/28

会場  アクアドームくまもと 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
吉村　真都  中3 三井　隆太  中2 中村　満幸  中1 鈴木　　煌  中2 坂本　　蓮  中1 中馬　祐希  中3 丸田　一輝  中2

鏡 九州学院 城　南 九州学院 大　津 西　原 大　津

17:00.77  Fin. 17:39.85  Fin. 17:49.20  Fin. 18:07.84  Fin. 18:25.78  Fin. 18:44.25  Fin. 19:10.27  Fin.

9:01.47  800 9:25.14  800 9:29.03  800 9:31.36  800 9:49.46  800 9:57.95  800 10:12.03  800

山部　龍聖  中3 井上　光聖  中3 大澤　健伸  中3 谷川　晃輝  中3 上小手一真  中3 福﨑　晴輝  中3 若杉　拓翔  中3 後藤　良誓  中3

一の宮 西合志南 帯　山 八代第七 南阿蘇 津奈木 東　野 山　鹿

24.97 25.00 25.26 25.78 26.13 26.23 26.26 26.40

標準新 標準新

井上　光聖  中3 大澤　健伸  中3 福原　悠大  中2 山部　龍聖  中3 上小手一真  中3 後藤　良誓  中3 若杉　拓翔  中3 古閑　弘輝  中2

西合志南 帯　山 山　鹿 一の宮 南阿蘇 山　鹿 東　野 白　川

55.06 55.31 55.62 56.06 56.37 58.21 58.43 58.59

福原　悠大  中2 森永　里久  中3 本田　大士  中3 三浦　柊仁  中3 三井　隆太  中2 北向　一吹  中3 清田　晃平  中3 廣川　　生  中3

山　鹿 日　吉 湖　東 荒尾第四 九州学院 人吉第一 玉　東 嘉　島

2:03.10 2:04.40 2:07.19 2:08.12 2:09.98 2:12.33 2:12.71 2:15.22

吉村　真都  中3 井手　　葵  中2 本田　大士  中3 鈴木　　煌  中2 中村　満幸  中1 坂本　　蓮  中1 中馬　祐希  中3 佐藤　彰真  中2

鏡 九州学院 湖　東 九州学院 城　南 大　津 西　原 江　原

4:18.11 4:20.33 4:27.22 4:33.28 4:33.77 4:36.45 4:42.17 4:44.06

森本　勇気  中3 辻　　大地  中1 真崎　健伸  中1 吉永　新汰  中2 小坂　悠太  中2 岩間　涼太  中3 財木　　祥  中2 岡﨑　一心  中2

西合志 山　鹿 菊　水 湯　浦 花　陵 荒尾第三 八代第四 飽　田

1:04.61 1:05.33 1:05.60 1:06.17 1:06.72 1:09.02 1:09.44 1:10.01

森本　勇気  中3 小坂　悠太  中2 吉永　新汰  中2 真崎　健伸  中1 黒木　優大  中2 岡﨑　一心  中2 財木　　祥  中2 濱田　真誠  中2

西合志 花　陵 湯　浦 菊　水 九州学院 飽　田 八代第四 宇土鶴城

2:20.88 2:25.11 2:25.66 2:27.27 2:28.16 2:28.16 2:28.76 2:35.31

（同5位）

隈部　飛鵬  中2 酒井　慈英  中2 浦中　康生  中3 堺　幹太郎  中3 山口　太暉  中3 窪田　晃大  中1 浦﨑  蒼唯  中1 西村　海晴  中3

県立八代 本　渡 松　橋 玉　名 飽　田 託　麻 八代第二 八代第四

1:07.43 1:09.03 1:09.10 1:09.95 1:11.88 1:12.53 1:12.63 1:13.67

隈部　飛鵬  中2 浦中　康生  中3 堺　幹太郎  中3 山口　太暉  中3 酒井　慈英  中2 窪田　晃大  中1 浦﨑  蒼唯  中1 西村　海晴  中3

県立八代 松　橋 玉　名 飽　田 本　渡 託　麻 八代第二 八代第四

2:24.59 2:28.11 2:29.74 2:30.81 2:31.37 2:36.77 2:37.49 2:37.77
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会場  アクアドームくまもと 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
山田　匠海  中3 中川　大夢  中3 大久保和温  中2 真崎　龍冴  中3 源川遼太朗  中3 森永　里久  中3 永田　禮大  中2 門坂　春飛  中3

三　和 人吉第一 荒尾第四 菊　水 西　原 日　吉 天　明 八代第二

58.29 59.61 1:00.20 1:00.44 1:01.47 1:01.57 1:02.58 1:02.76

井手　　葵  中2 山田　匠海  中3 真崎　龍冴  中3 中川　大夢  中3 門坂　春飛  中3 佐々木雄信  中2 岸田　龍馬  中1 山下　楽偉  中1

九州学院 三　和 菊　水 人吉第一 八代第二 水俣第一 飽　田 八代第四

2:08.60 2:08.64 2:13.88 2:19.28 2:21.04 2:21.13 2:22.13 2:23.50

標準新 標準新

仲光　陸遥  中2 米田　　裕  中2 財木　　凌  中2 黒木　優大  中2 齋藤　和志  中3

江　南 千　丁 八代第四 九州学院 菊池南

4:35.11 4:57.27 5:01.28 5:01.34 5:40.25

標準新

仲光　陸遥  中2 谷川　晃輝  中3 山方　春陽  中2 米田　　裕  中2 財木　　凌  中2 沼川倫太朗  中2 山下　楽偉  中1 佐藤　由然  中3

江　南 八代第七 玉　名 千　丁 八代第四 東　野 八代第四 山　鹿

2:10.70 2:17.85 2:20.03 2:23.41 2:23.45 2:23.77 2:23.93 2:25.97

大会新

山　鹿  中 東　野  中 九州学院  中 帯　山  中 八代第四  中 西　原  中 玉　名  中 宇土鶴城  中

福原　悠大  中2 沼川倫太朗  中2 三井　隆太  中2 小山　晃生  中3 山下　楽偉  中1 源川遼太朗  中3 堺　幹太郎  中3 渡並　俊介  中3

佐藤　由然  中3 下川　颯太  中3 井手　　葵  中2 米元　　颯  中3 財木　　凌  中2 岡﨑　爽真  中3 田口　昊雅  中3 濱田　真誠  中2

後藤　良誓  中3 除野　　航  中3 鈴木　　煌  中2 竹下　秀哉  中3 財木　　祥  中2 利根　真人  中2 山方　春陽  中2 小栗　拓巳  中3

辻　　大地  中1 若杉　拓翔  中3 黒木　優大  中2 大澤　健伸  中3 西村　海晴  中3 中馬　祐希  中3 熊川　大智  中2 大西　志庵  中2

3:50.20  Fin. 3:58.55  Fin. 3:59.78  Fin. 4:00.49  Fin. 4:07.37  Fin. 4:10.25  Fin. 4:11.84  Fin. 4:12.28  Fin.

標準新

56.12  1st. 59.32  1st. 58.10  1st. 59.50  1st. 1:00.85  1st. 58.94  1st. 1:01.83  1st. 1:01.42  1st.

山　鹿  中 八代第四  中 飽　田  中 帯　山  中 九州学院  中 宇土鶴城  中 玉　名  中 八代第二  中

辻　　大地  中1 財木　　祥  中2 岡﨑　一心  中2 大澤　健伸  中3 黒木　優大  中2 濱田　真誠  中2 田口　昊雅  中3 渕田  陸翔  中1

佐藤　由然  中3 西村　海晴  中3 山口　太暉  中3 竹下　秀哉  中3 三井　隆太  中2 中村　虎玄  中3 堺　幹太郎  中3 浦﨑  蒼唯  中1

福原　悠大  中2 山下　楽偉  中1 岸田　龍馬  中1 米元　　颯  中3 井手　　葵  中2 小栗　拓巳  中3 山方　春陽  中2 門坂　春飛  中3

後藤　良誓  中3 財木　　凌  中2 末永　　翔  中2 小山　晃生  中3 鈴木　　煌  中2 渡並　俊介  中3 嶋村　拓海  中1 中石　達伸  中2

4:17.77  Fin. 4:22.22  Fin. 4:22.89  Fin. 4:28.52  Fin. 4:32.31  Fin. 4:35.10  Fin. 4:38.84  Fin. 4:39.80  Fin.

1:05.86  1st. 1:08.41  1st. 1:06.40  1st. 1:07.30  1st. 1:09.35  1st. 1:11.01  1st. 1:13.99  1st. 1:13.91  1st.
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会場  アクアドームくまもと 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
瀬津菜々美  中3 木下　美咲  中3 橋本　希美  中3 塩手　花菜  中2 大田　怜奈  中2 青山　遥夏  中3 西山　紫乃  中1

桜　木 ﾙｰﾃﾙ学院 九州学院 竜　南 阿蘇西原 尚　絅 花　陵

9:08.52 9:20.80 9:26.83 9:59.43 10:01.95 10:12.44 11:02.29

大会新

大嶋　千桜  中2 髙妻　亜依  中3 髙森　愛子  中3 橋本　愛來  中2 西岡　美姫  中3 原田　奈緒  中2 上原　彩奈  中3 藏薗　　環  中2

千　丁 八代第二 京　陵 出　水 東　野 湖　東 花　陵 水俣第一

26.78 28.07 28.14 28.79 28.80 29.02 29.17 29.40

標準新

髙森　愛子  中3 髙妻　亜依  中3 堺　　茜恋  中2 永野　結笑  中2 真野　煌梨  中2 岩﨑　月南  中2 豊世　真央  中2 田尻　千明  中1

京　陵 八代第二 天　明 竜　南 県立八代 尚　絅 西　山 九州学院

1:00.88 1:01.18 1:02.25 1:02.59 1:04.64 1:04.83 1:05.03 1:05.16

永野　結笑  中2 堺　　茜恋  中2 仲原　乙葉  中3 水嶋　　優  中1 岩﨑　月南  中2 田尻　千明  中1 豊世　真央  中2 渡辺　紗彩  中1

竜　南 天　明 甲　佐 ﾙｰﾃﾙ学院 尚　絅 九州学院 西　山 尚　絅

2:14.16 2:14.58 2:14.61 2:17.96 2:18.83 2:19.08 2:20.54 2:23.90

瀬津菜々美  中3 木下　美咲  中3 橋本　希美  中3 仲原　乙葉  中3 塩手　花菜  中2 水嶋　　優  中1 青山　遥夏  中3 大田　怜奈  中2

桜　木 ﾙｰﾃﾙ学院 九州学院 甲　佐 竜　南 ﾙｰﾃﾙ学院 尚　絅 阿蘇西原

4:27.27 4:32.23 4:38.15 4:47.06 4:52.20 4:53.99 4:56.31 4:58.16

標準新

奥村くらら  中2 小林　佳紋  中3 澤田　真依  中3 牧　　結菜  中3 萩嶺　華子  中2 金子　有希  中2 蓑田　佳奈  中1 中山　花凛  中1

宇土鶴城 竜　北 京　陵 八代第一 県立八代 本　渡 西　山 菊池南

1:08.02 1:09.06 1:10.94 1:11.22 1:11.51 1:14.21 1:14.38 1:15.03

奥村くらら  中2 小林　佳紋  中3 萩嶺　華子  中2 藤本　彩希  中2 牧　　結菜  中3 中山　花凛  中1 金子　有希  中2 澤田　真依  中3

宇土鶴城 竜　北 県立八代 千　丁 八代第一 菊池南 本　渡 京　陵

2:28.36 2:28.66 2:33.90 2:34.44 2:34.54 2:39.23 2:39.48 2:39.94

江﨑　夏萌  中2 堀田　紗弥  中2 西村　嶺羽  中1 門坂　美柚  中2 小川　　凛  中2 野中　恵子  中3 石山　羅奈  中2 西嶋ひなた  中2

富　合 出　水 八代第四 八代第二 九州学院 本　渡 武蔵ヶ丘 花　陵

1:14.28 1:15.42 1:16.88 1:17.65 1:18.21 1:18.45 1:18.52 1:19.00

江﨑　夏萌  中2 門坂　美柚  中2 西村　嶺羽  中1 小川　　凛  中2 石山　羅奈  中2 堀田　紗弥  中2 野中　恵子  中3 上田　華那  中1

富　合 八代第二 八代第四 九州学院 武蔵ヶ丘 出　水 本　渡 八代第八

2:43.84 2:44.66 2:45.61 2:47.33 2:47.58 2:49.94 2:50.30 2:52.53

大嶋　千桜  中2 長森　流楓  中3 谷口　和花  中2 佐藤　楓佳  中2 松本　結菜  中2 荒木向日葵  中1 上原　彩奈  中3 小林佳澄瑠  中2

千　丁 八代第二 荒尾第三 楠 八代第二 宇土鶴城 花　陵 竜　北

1:00.73 1:01.82 1:06.87 1:08.45 1:09.45 1:09.66 1:09.73 1:10.16

県中新 県中新
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会場  アクアドームくまもと 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
長森　流楓  中3 木村　　葵  中3 佐藤　楓佳  中2 前田　深音  中1 真野　煌梨  中2 窪田　実理  中1 谷川　七星  中1 井芹由依奈  中3

八代第二 花　陵 楠 出　水 県立八代 水俣第二 水俣第二 甲　佐

2:17.65 2:32.28 2:32.43 2:34.16 2:36.22 2:38.50 2:40.33 2:42.36

標準新

桑田　らら  中1 一安　夏希  中3 野﨑　千晴  中2 木村　　葵  中3 山野　仁美  中3 坂田　萌美  中2

植木北 北　部 清　水 花　陵 京　陵 益　城

5:11.78 5:23.25 5:32.04 5:33.95 6:08.75 6:35.05

桑田　らら  中1 藤本　彩希  中2 一安　夏希  中3 瀬津優美香  中1 谷口　和花  中2 野﨑　千晴  中2 一浦　真倫  中1 福島　　花  中1

植木北 千　丁 北　部 桜　木 荒尾第三 清　水 佐　敷 合　志

2:29.67 2:31.68 2:34.52 2:35.69 2:39.11 2:39.18 2:46.04 2:48.22

八代第二  中 出　水  中 九州学院  中 尚　絅  中 合　志  中 県立八代  中 京　陵  中 水俣第二  中

宮本　真菜  中2 前田　深音  中1 橋本　希美  中3 渡辺　紗彩  中1 大田黒心海  中3 真野　煌梨  中2 山野　仁美  中3 窪田　実理  中1

松本　結菜  中2 橋本　愛來  中2 田尻　千明  中1 岩松　杏奈  中1 成松　昊璃  中2 松岡　采咲  中3 髙森　愛子  中3 濵田　佳子  中3

長森　流楓  中3 堀田　紗弥  中2 小川　　凛  中2 青山　遥夏  中3 戸田　麻友  中1 奥村　紗矢  中3 澤田　真依  中3 廣田　愛梨  中1

髙妻　亜依  中3 橋本　夢未  中1 福田陽菜花  中1 岩﨑　月南  中2 西野　希咲  中3 萩嶺　華子  中2 坂西　結衣  中3 新井　伶実  中1

4:13.59  Fin. 4:19.61  Fin. 4:23.60  Fin. 4:27.40  Fin. 4:34.15  Fin. 4:34.23  Fin. 4:34.80  Fin. 4:36.75  Fin.

1:06.05  1st. 1:06.47  1st. 1:03.26  1st. 1:06.96  1st. 1:05.67  1st. 1:06.30  1st. 1:09.96  1st. 1:08.08  1st.

八代第二  中 九州学院  中 県立八代  中 花　陵  中 尚　絅  中 出　水  中 水俣第二  中 京　陵  中

松本　結菜  中2 福田陽菜花  中1 萩嶺　華子  中2 西山　紫乃  中1 岩松　杏奈  中1 橋本　夢未  中1 新井　伶実  中1 澤田　真依  中3

門坂　美柚  中2 小川　　凛  中2 松岡　采咲  中3 西嶋ひなた  中2 青山　遥夏  中3 堀田　紗弥  中2 窪田　夢香  中2 山野　仁美  中3

長森　流楓  中3 橋本　希美  中3 真野　煌梨  中2 木村　　葵  中3 岩﨑　月南  中2 前田　深音  中1 窪田　実理  中1 髙森　愛子  中3

髙妻　亜依  中3 田尻　千明  中1 奥村　紗矢  中3 上原　彩奈  中3 渡辺　紗彩  中1 大村谷　芳  中3 濵田　佳子  中3 桂木　春名  中3

4:38.81  Fin. 4:49.96  Fin. 4:51.30  Fin. 4:59.97  Fin. 5:07.70  Fin. 5:07.89  Fin. 5:09.59  Fin. 5:12.39  Fin.

1:15.03  1st. 1:17.53  1st. 1:12.40  1st. 1:22.76  1st. 1:18.66  1st. 1:25.50  1st. 1:17.67  1st. 1:14.05  1st.
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 400m 
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令和元年度　熊本県中学校総合体育大会

順位 所属名 得点
1 九州学院 116.0
2 八代第二 88.0
3 山　鹿 58.0
4 八代第四 53.0
5 県立八代 52.0
7 花　陵 40.0
6 出　水 40.0
8 千　丁 40.0
9 帯　山 33.0
10 尚　絅 31.0
10 京　陵 31.0
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