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八代市民体育祭 2018年6月3日(日)～2108年
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
男子中学 ２００ｍ 戸田　唯人(2) 25.2 橋口　恭吾(3) 25.8 松本　龍空(3) 26.1 杉島　僚斗(3) 26.2 冨永　大和(2) 27.0 鍛島　大晃(2) 28.1 内田　拓弥(2) 29.4 木村　大志(3) 33.8

松高  太田郷  代陽  鏡  八代  植柳  麦島  坂本  
男子中学 １５００ｍ 東矢　昂大(3)  4:41.7 嶋中　海人(3)  4:52.8 山田　峰嵩(1)  5:01.7 笹田　優希翔(3)  5:35.3

鏡 代陽 千丁 坂本

男子小学 ８００ｍ 上田　龍雲(6)  2:35.0 川野　輝倖(5)  2:35.2 志水　秀宇(6)  2:36.7 遠山　条太朗(6)  2:44.5 上村　絆貴(6)  2:45.7 橋本　祥吾(6)  2:46.4 山崎　侑樹(5)  2:51.5 北岡　征優(5)  2:53.9
千丁 龍峯 松高 八代 金剛 鏡 坂本 太田郷

男子小学 ４×１００ｍ 八代 58.8 鏡 59.9 松高  1:00.6 金剛  1:02.5 東陽  1:02.7 八千把･太田郷  1:02.9 坂本  1:04.1
男子中学 ４×１００ｍ 太田郷 47.1 八千把 48.8 松高 51.6 鏡 51.8 植柳 53.8

男子２９歳以下 ２００ｍ 尾方　壮共 23.5 市村　篤史 24.4 森崎　明弘 25.4 日高　康成 28.4
八千把  太田郷  代陽  植柳  

男子２９歳以下 ４００ｍ 瀬崎　大士 54.5 山本　智大 56.7 中村　俊介  1:04.7
八千把 太田郷 植柳

男子２９歳以下 １５００ｍ 梅本　和海  4:10.3 中村　遊椰  4:17.0 鶴山　和以  4:19.0 松永　和久  4:30.9 上村　誠也  4:51.8 坂本　大耶  4:57.4 村上　聖和  5:10.2
東陽 千丁 金剛 坂本 八千把 植柳 太田郷

男子２９歳以下 走高跳 和久田　知也 1m40
植柳

男子２９歳以下 砲丸投 山石　凌   9m92 本田　俊   6m98 森田　桂司   6m87 田北　隆二   6m53
(7.260kg) 太田郷 八千把 泉 植柳

男子３０歳～３９歳 １００ｍ 中村　一樹 11.9 上野　聖央 12.0 塩入谷　卓 13.2 山口　カズアキ 17.2 松村　真樹 17.3
八代  八千把  太田郷  植柳  坂本  

男子３０歳～３９歳 ３０００ｍ 田本　一了  9:27.3 松田　賢一 10:03.3 鹿島　洋佑 10:06.0 岩田　憲一郎 10:33.8
千丁 太田郷 郡築 龍峯

男子３０歳～３９歳 走幅跳 改田　武虎 5m82 市川　高年 5m67 川尾　周 5m53 上村　浩允 4m01 堀　和也 3m71
鏡  0.0 八代  0.0 八千把  0.0 太田郷  0.0 植柳  0.0 

男子４０歳～４９歳 １００ｍ 前田　浩二 12.0 小川　泰樹 12.5 松本　慎一 12.7 上田　寛文 14.4 宮崎　久志 14.6 松田　修宗 14.8
麦島  植柳  八代  松高  金剛  太田郷  

男子４０歳～４９歳 走高跳 吉岡　英哉 1m30 岩崎　芳宏 1m15
龍峯 植柳

男子４０歳～４９歳 砲丸投 米村　正成  10m06 岩本　公三   9m87 笠　謙二   9m16 右谷　知徳   8m98 本田　宏章   6m63
(7.260kg) 太田郷 泉 植柳 鏡 坂本

男子５０歳～５９歳 １００ｍ 田浦　雄二 13.5 伊藤　裕明 13.8 湧田　直美 14.6 北岡　勝広 14.9
麦島  植柳  八千把  太田郷  

男子５０歳～５９歳 円盤投 緒方　安彦  28m90 本田　真治  26m32 上野　光夫  24m18 天川　良一  23m97 洲崎　哲尚  23m81 亀田　英雄  20m57 中山　嘉史  20m10 藤田　浩  19m47
(2.000kg) 八千把 泉 麦島 八代 金剛 坂本 松高 植柳

男子６０歳～６９歳 １００ｍ 沖田　隆雄 12.3 阿部　正 14.0 寺田　基一郎 16.6 吉川　学 17.3
郡築  高田  八千把  太田郷  

男子６０歳～６９歳 ３０００ｍ 渡瀬　賢一 13:30.0 西崎　彰 14:50.9
千丁 植柳

男子６０歳～６９歳 砲丸投 田川　信行   7m64 松岡　明   6m98 鈴木　和徳   4m75
(7.260kg) 金剛 坂本 太田郷

男子７０歳以上 ６０ｍ 上野　勝正 13.2
太田郷  

女子小学 ８００ｍ 樋口　心由羽(6)  2:37.2 佐藤　優依花(6)  2:40.8 濱田　真海子(5)  2:45.8 岩本　笑未(6)  2:49.3 坂本　奈桜(6)  2:51.6 田河内　小桜(6)  2:59.5 奥田　瑞紀(6)  3:04.1 前田　愛依(5)  3:06.1
八代 松高 太田郷 泉 金剛 鏡 東陽 植柳

女子中学 ８００ｍ 大場　瑞樹(2)  2:30.3 佐々木　葉月(3)  2:35.6 冨　若奈(3)  2:43.8 福山　茉里(3)  2:47.1 永田　優生(2)  2:57.5 今村　有希(2)  2:59.0 中山　実南(1)  3:00.4
八代 太田郷 代陽 松高 植柳 坂本 八千把

女子中学 ２００ｍ 松本　祈星(2) 26.9 福田　愛佳(3) 28.0 志水　杏(2) 28.4 淀川　真布(3) 29.5 松川　凛(3) 31.3 宮﨑　碧海(3) 32.0 中野　愛梨(3) 32.6 小川　七聖(3) 35.6
八代  太田郷  松高  八千把  麦島  鏡  代陽  坂本  

女子中学 ４×１００ｍ 太田郷 51.7 八千把 53.9 松高 54.3 代陽 58.6 鏡 59.2
女子小学 ４×１００ｍ 八代 56.1 太田郷 59.0 鏡  1:01.1 龍峯  1:01.3 金剛  1:01.9 八千把  1:02.2 松高  1:02.3 植柳  1:04.8

女子３４歳以下 １００ｍ 頼藤　裕 14.6 宮本　楓子 14.6 涌田　歩実 15.3 笹田　志子 15.5 坂本　玲奈 16.2
太田郷  松高  八千把  坂本  植柳  

女子３４歳以下 ２００ｍ 山口　杏奈 35.7
植柳  

女子３４歳以下 １５００ｍ 緒方　海和  6:05.0
鏡

女子３４歳以下 走幅跳 案浦　楓 4m04 樋口　希 3m09 光永　桜 2m83
八千把  0.0 八代  0.0 植柳  0.0 

女子３４歳以下 走高跳 涌田　果歩 1m35 篠田　佳奈 1m20
八千把 植柳

女子３４歳以下 砲丸投 萩原　幸   8m50 山田　千賀子   4m59
(7.260kg) 鏡 植柳

女子３４歳以下 円盤投 緖方　可奈子  10m68
(1.000kg) 八千把
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八代市民体育祭 2018年6月3日(日)～2108年
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３５歳以上 １００ｍ 上野　真季 14.3 山形　奈緒美 14.4 亀田　裕美 17.4 井﨑　貴子 22.5

八千把  松高  坂本  植柳  

女子５０歳以上 ２０００ｍ 大石　鈴子 11:34.3
八千把

男子中学 １００ｍ 上蔀　翔太(3) 11.7 井﨑　界璃(3) 12.1 内田　啓太(1) 12.2 深水千尋(八代) 12.7 木下　寛樹(1) 13.1 堀田　彪雅(2) 13.3 吉本　誠吾(1) 14.1
太田郷  植柳  八千把  坂本悠太(松高)   代陽  鏡  麦島  

女子小学 １００ｍ 石田皐彩(八代) 13.9 村上星夢(鏡) 14.8 中村和奏(植柳) 15.3 鶴山　彩絢(5) 15.4 平本　悠夏(5) 15.6
大村谷星来(龍峯)   山形結衣星(松高)   萩本千惺(八千把)   太田郷  泉  

女子中学 １００ｍ 相澤　美沙希(3) 13.3 樋口愛実華(八代) 13.9 木下　結衣(3) 14.6 本田　凜(3) 14.7 前川　星來(2) 16.1
太田郷  反頭思音(八千把)   代陽  植柳  鏡  

男子小学 １００ｍ 堀田　昇吾(5) 14.8 村島啓吾(東陽) 14.9 井上　天翔(6) 15.2 椎葉　櫻雅(6) 15.4 福田　啓太(6) 15.5 鶴山　健大(6) 15.8 近藤　奏夢(5) 15.9
太田郷  井上有絆(鏡)   八代  松高  龍峯  坂本  八千把  

男子３０歳～３９歳 砲丸投 亀田　洋  10m27 西田　啓克   9m14 池田　航一郎   7m67 上村　武士   7m62
(7.260kg) 坂本 金剛 植柳 泉

男子４０歳～４９歳 １５００ｍ 市村　太郎  4:54.4 小原　英雄  4:55.5 山下　暁彦  5:25.9 平本　修  6:49.9
松高 鏡 坂本 泉

男子２９歳以下 ５０００ｍ 梶本　祥平 17:55.4 黒木　集 18:25.3
植柳 鏡

女子３５歳以上 ２０００ｍ 伊藤　えりこ 11:05.0
松高

女子３５歳以上 砲丸投 立水　香織   6m98 田中　博子   4m85 上村　織恵   4m62 古田　洋子   4m40 高倉　知佐子   4m23
(7.260kg) 植柳 松高 泉 八千把 太田郷

男子７０歳以上 砲丸投 中西　健二   9m68 黒木　義助   5m51 森崎　徹   5m40 古嶋　津義   4m77
(7.260kg) 八千把 麦島 植柳 鏡

男子５０歳～５９歳 １５００ｍ 国岡　慶治  5:06.8 寺尾　孝之  5:41.8
太田郷 鏡

女子フリー ４×１００ｍ 八千把 59.9 松高  1:01.8 植柳  1:05.8
男子フリー ４×１００ｍ 八千把 46.8 太田郷 47.6 植柳 49.8 八代 49.9 坂本 59.2


