
会　場：県営八代運動公園陸上競技場 期　日：平成１８年９月２６日（火）

種　目 氏　　名 記　録 氏　　名 記　録 氏　　名 記　録 氏　　名 記　録 氏　　名 記　録 氏　　名 記　録 氏　　名 記　録 氏　　名 記　録

所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属
１年　１００ｍ 1 南　隼人 12.2 2 樹本　龍真 12.5 3 橋本　秀志 12.7 4 市村　篤史 12.7 5 佐々木　雄哉 12.7 6 作増　志郎 12.9 7 浅野　司樹 13.3 8 鶴田　祥平 13.3

八代第四 八代第一 八代第七 八代第二 八代第四 八代第五 八代第一 八代第六

２年　１００ｍ 1 赤坂　諒貴 11.9 2 東家　大聖 12.0 3 硴塚　裕也 12.2 4 宮田　寿輝 12.4 5 濱本 励大 12.5 6 緒方　大地 12.6 7 高田　涼士 12.7 8 坂口　知聡 12.8

八代第二 八代第七 八代第一 八代第一 日奈久 八代第四 八代第五 八代第三

代表　１００ｍ 1 八木　一満(3) 11.6 2 池田　敏樹(3) 11.8 3 田中　裕之(3) 12.0 4 小松 翼(3) 12.0 5 松山　竜二(3) 12.1 6 中村　北斗(3) 12.1 7 近見　康一朗(3) 12.5 8 大井　晃(2) 12.8

八代第一 八代第四 八代第二 日奈久 八代第六 八代第五 八代第八 八代第一

代表　２００ｍ 1 寺本　昂生(3) 24.1 2 小松 翼(3) 24.6 3 田中　友基(2) 24.6 4 岩本　進(3) 24.9 5 深水　択真(3) 25.0 6 下村　未来(2) 25.3 7 吉田　泰祐　(3) 25.8 8 勝田　晋平(3) 26.7

八代第二 日奈久 八代第一 八代第六 八代第四 八代第五 八代第七 八代第三

代表　４００ｍ 1 高浪　真朋 (3) 52.3 2 今泉　志朗(2) 56.9 3 古嶋　大輝(3) 57.5 4 谷口　優己(3) 58.2 5 尾崎　由太郎(2) 58.4 6 大浪 雅博(3) 58.7 7 山口　芳輝(3) 58.9 8 中村　吉孝(2)  1:00.2

八代第七 八代第二 八代第三 八代第五 八代第一 日奈久 八代第四 八代第八

代表　８００ｍ 1 高野　祥久(3)  2:11.7 2 田中　達也(2)  2:15.6 3 松本　寛大(3)  2:16.4 4 坂口　裕樹(2)  2:18.6 5 江島 佑介(3)  2:21.2 6 北田　宗太郎(3)  2:25.7 7 橋本　恭平(3)  2:26.9 8 米本　晃司(2)  2:32.0

八代第二 八代第一 八代第五 八代第四 日奈久 八代第七 二見 八代第六

１年　1500m 1 園田　洸樹　  4:49.7 2 山本　隆聖  4:50.7 3 木村　和敬  4:54.7 4 宮田 祐希  4:55.6 5 大山　真英  4:58.3 6 黒田　優成  4:59.5 7 内田　涼  5:01.6 8 黒木　慎志  5:14.7

八代第四 八代第三 八代第二 日奈久 八代第一 八代第五 二見 八代第七

２年　1500m 1 佐々木　大尭  4:35.1 2 本田　裕介  4:37.0 3 坂口　孝大  4:38.3 4 園田　尚幸  4:41.8 5 楠本　啓博  4:42.9 6 谷口 直生  4:50.4 7 福田　智也  4:51.0 8 藤田　忍  4:53.7

八代第四 八代第三 八代第一 八代第二 八代第四 日奈久 二見 八代第七

代表　1500m 1 坂川　諒(3)  4:21.6 2 中村 眞也(3)  4:42.0 3 濱岡　宣貴(2)  4:43.1 4 谷﨑　正明(2)  4:44.6 5 楠本　貴大 (3)  4:44.8 6 遠山　史章(3)  4:45.8 7 小山　隆二(3)  4:47.4 8 西村　太志(3)  4:54.8

八代第二 日奈久 八代第四 八代第一 八代第七 八代第五 二見 八代第八

代表　3000m 1 上村　誠也(3)  9:14.2 2 桑原　有世  9:49.1 3 山中　允了(3)  9:56.5 4 吉田　尚史(3) 10:08.0 5 岩永　浩平(3) 10:33.6 6 西垣　皓大(3) 10:35.6 7 中村 眞也(3) 10:44.4 8 永田　光(2) 10:53.2

八代第四 大会新 八代第二 八代第五 八代第一 八代第七 八代第三 日奈久 八代第六

男　子 平成１８年度 八代中学校総合体育大会陸上競技

順 順 順 順順 順 順 順

八代第四 大会新 八代第二 八代第五 八代第一 八代第七 八代第三 日奈久 八代第六

代表１００ｍＨ 1 柿本 祥太(3) 14.2 2 白石　貴康(3) 14.7 3 竹上　俊貴(3) 15.0 4 和久田　北斗(2) 15.6 5 荒木　裕貴(3) 16.4 6 澤井　智大(3) 16.5 7 黒山　大地(3) 16.9 8 廣瀬　史弥(3) 18.6

日奈久 八代第五 八代第八 八代第一 八代第五 八代第二 八代第四 八代第七

代表１１０ｍＨ 1 浦田　貴宗(3) 17.8 2 瀬本　悠真(3) 18.1 3 山下　翼(3) 19.3 4 今井 弘志郎(3) 19.9 5 宮本　将吾(3) 21.4

八代第一 八代第二 八代第三 日奈久 八代第五

代表　走高跳 1 山本　晋也(3) 1m72 2 井上　雄太(3) 1m69 3 高倉　太志(3) 1m69 4 藤崎　亮(3) 1m66 5 古垣　秀晃(3) 1m63 6 今井　晴輝(3) 1m60 7 濱　純哉(3) 1m60 8 高野　惇(3) 1m55

二見 八代第四 八代第二 八代第三 八代第四 八代第一 八代第七 八代第五

代表　走幅跳 1 古山　真道(3)   6m07 2 柿本 祥太(3)   5m92 3 永溝　貫志(3)   5m80 4 竹上　俊貴(3)   5m75 5 飯村　謙侍(3)   5m70 6 村雲　琢磨(2)   5m32 7 上野　達也(2)   5m12 8 仁田原　大地(3)   5m07

八代第一 日奈久 八代第六 八代第八 八代第二 八代第一 八代第五 八代第八 

代表　三段跳 1 藤田　一成(3)  11m82 2 今井 弘志郎(3)  11m74 3 西村　知倫(3)  11m42 4 久保田　大輝(3)  11m16 5 澤村　一馬(3)  10m96 6 德田　淳　(2)  10m87 7 桑原　裕史(2)  10m76 8 高松　昇平(2)  10m66

八代第一 日奈久 八代第四 八代第七 八代第六 八代第二 八代第三 八代第五 

代表　砲丸投 1 河野涼介(3)  12m90 2 石田　裕樹(3)  11m18 3 一美　翔(3)  11m05 4 山田　正樹(3)  11m00 5 柳口　史和(3)  10m16 6 福本　勝貴(2)   9m80 7 森下 和幸(3)   9m70 8 辻　純平(3)   9m34
八代第七 八代第六 八代第四 八代第五 八代第三 八代第二 日奈久 八代第一

１年 1 八代第四 49.5 2 八代第二 51.4 3 八代第一 52.5 4 八代第六 53.2 5 八代第七 54.2 6 八代第五 54.3 7 八代第八 56.7 8 二見 58.8
４×１００ｍＲ 桑原　良平 高倉　正三郎 宮端　航平 川口　祐太朗 米村　侑己 松本　郁弥 井上　利行 園田　剛丈

南　隼人 園田　貴也 浅野　司樹 福田　聖人 橋本　秀志 作増　志郎 木山　純平 内田　涼
佐々木　雄哉 永野　雅人 丸屋　慶介 鶴田　凌磨 平崎　洋一郎 三浦　晃平 黒田　慎弥 山本　大介
坂本　一将 市村　智宏 樹本　龍真 鶴田　祥平 間垣　竜成 黒田　優成 田川　虹之介 松永　みのる

２年 1 八代第一 47.0 2 八代第二 48.0 3 八代第五 49.0 4 八代第四 49.9 5 八代第七 50.4 6 八代第六 50.8 7 二見 51.8
４×１００ｍＲ 小森田　裕太 今泉　志朗 上田　健瑛 新納　陵太 中道　拓也 坂上　拓斗 園川　雄太

宮田　寿輝 鞍本　昭典 高田　涼士 緒方　大地 東家　大聖 末永　和紀 福田　智也
田中　友基 德田　淳　 濱　直也 井田　侑汰 吉田　直人 柳口　将史 外田　浩太朗
 岩永  智英 赤坂　諒貴 下村　未来 山上　翔平 稲田　充昭 竹田　勝紀 蓑田　豪

代表 1 八代第一 45.7 2 八代第六 46.4 3 八代第二 46.6 4 八代第四 46.8 5 日奈久 47.3 6 八代第五 47.6 7 八代第八 47.8 8 八代第三 49.1
４×１００ｍＲ 浦田　貴宗(3) 岩本　進(3) 藤本　健二(3) 西村　知倫(3) 小松 翼(3) 白石　貴康(3) 古山　翔麻(3) 吉田　圭佑(3)

硴塚　裕也(2) 松山　竜二(3) 田中　裕之(3) 池田　敏樹(3) 柿本 祥太(3) 中村　北斗(3) 近見　康一朗(3) 古嶋　大輝(3)
萩本　直樹(3) 石田　裕樹(3) 寺本　昂生(3) 深水　択真(3) 今井 弘志郎(3) 高田　涼士(2) 千々波　充(3) 勝田　晋平(3)
八木　一満(3) 永溝　貫志(3) 桑原　有生(3) 清田　勝也(3) 江島 佑介(3) 下村　未来(2) 竹上　俊貴(3) 浅田　剛(3)



会　場：県営八代運動公園陸上競技場 期　日：平成１８年９月２６日（火）

氏　　名 記　録 氏　　名 記　録 氏　　名 記　録 氏　　名 記　録 氏　　名 記　録 氏　　名 記　録 氏　　名 記　録 氏　　名 記　録

所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

１年　１００ｍ 1 平野  敦子(1) 13.2 2 中川　和美(1) 13.8 ３ 村雲  美沙紀(1) 14.0 ４ 中村　舞(1) 14.1 5 早田　雅(1) 14.6 6 下村　涼夏(1) 14.8 7 柴原  初美(1) 15.1 8 近見　明代(1) 15.6

八代第一 八代第二 八代第一 八代第五 八代第二 八代第六 八代第四 八代第八

２年　１００ｍ 1 賴藤　裕(2) 12.7 2 山下　香織(2) 12.9 3 松永　美菜子(2) 13.7 4 桑鶴　真衣(2) 14.5 5 小渕　由華(2) 14.8 6 内藤　万莉(2) 14.8 7 北園 乃梨(2) 14.8

八代第二 (大会タイ） 八代第五 二見 八代第三 八代第七 八代第六 日奈久

代表　１００ｍ 1 礒部　美里(3) 12.9 2 宮本  楓子(2) 13.2 3 福島 由子(3) 13.8 4 上西　愛(3) 13.8 5 米田　希里(1) 14.2 6 川田　成美(3) 14.5 7 麥田　あきほ(3) 14.9 8 稲村　美有(3) 15.0

八代第三 八代第一 日奈久 八代第二 八代第一 八代第六 八代第五 二見

代表　２００ｍ 1 松永　美菜子(2) 28.1 2 岩坂　佑美(3) 29.3 3 桜田　香代(1) 30.0 4 園田　洋子(3) 30.6 5 江口  千沙(3) 30.7 6 湯野　早織(2) 30.8 7 木下　弥月(1) 31.8 8 増田  朋美(3) 31.9

二見 八代第二 八代第六 八代第三 八代第一 八代第七 八代第五 八代第四

代表　４００ｍ 1 宇佐美　里子(3)  1:02.3 2 橋本　愛(3)  1:08.1 3 中津　由紀子(3)  1:08.2 4 柴本　真里那(1)  1:10.9 4 小山　かんな(2)  1:10.9 6 木元 育実(2)  1:11.2 7 道田　佳枝(2)  1:11.6 8 上田　眞美(3)  1:14.2

八代第三 八代第七 八代第二 八代第一 二見 (同順位） 日奈久 八代第五 八代第六

１年　８００ｍ 1 山口　秋美(1)  2:30.1 2 竹井  愛美(1)  2:31.1 3 園田  真理(1)  2:32.1 4 宮崎　菜都美(1)  2:34.3 5 湧田　実奈(1)  2:39.6 6 田北　杏奈(1)  2:41.4 7 田中　晴子(1)  2:45.5 8 中村　沙耶香(1)  2:46.8

八代第二 八代第一 八代第四 八代第七 八代第四 八代第三 八代第六 八代第五

２年　８００ｍ 1 池尻  千尋(2)  2:21.8 2 時田 優里香(2)  2:30.1 3 邑田　明日美(2)  2:34.1 4 柿本　友里恵(2)  2:36.1 5 住吉  彩香(2)  2:36.8 6 有馬　美沙樹(2)  2:40.2 7 豊田  麻美(2)  2:41.7 8 原田　ひかり(2)  2:44.7

八代第一 (大会新） 日奈久 八代第七 二見 八代第一 八代第二 八代第四 八代第三

代表　８００ｍ 1 新宅　麻美(1)  2:27.4 2 高野　弥月(2)  2:34.4 3 吉沢　真里絵(3)  2:35.5 4 橋本　希美(3)  2:36.6 5 白石　翔子(3)  2:37.3 6 田北　由梨香(3)  2:44.5 7 田中　愛子(3)  2:45.6 8 河原  佑貴子(3)  2:46.8

八代第一 八代第五 八代第七 八代第二 二見 八代第三 八代第六 八代第四

代表　1500m 1 櫻田　裕妃(2)  5:05.4 2 宇佐美　亜矢(3)  5:12.2 3 谷口　絵理(2)  5:12.9 4 竹井  裕美(3)  5:18.9 5 谷口　晴香(3)  5:26.5 6 時田 優里香(2)  5:33.4 7 山田　真代(3)  5:44.9 8 東　成美(3)  6:03.3

八代第二 八代第三 二見 八代第一 八代第七 日奈久 八代第五 八代第六

代表　８０ｍＨ 1 濵田  資奈(2) 14.3 1 同順:畑中  梨沙(2) 14.3 3 早田 保奈美(3) 14.7 4 植田　沙綾(3) 14.９ 5 西　真理恵(2) 15.3 6 稲岡　祥子(3) 15.5 7 近宗　央(1) 16.7 8 渡邊  真李渚(3) 16.9

八代第一 八代第一 日奈久 八代第七 八代第二 八代第三 八代第五 八代第四

代表１００ｍＨ 1 田川  史那(3) 16.4 2 福島 由子(3) 16.8 3 田川 茜(3) 17.7 4 塩田　綾佳(2) 18.8 4 同順:佐伯　知香(3) 18.8 6 栁田　沙紀(3) 19.1 7 守田　里美(3) 20.0 8 与田　智美(3) 21.8

八代第一 日奈久 日奈久 八代第五 八代第三 八代第二 八代第七 八代第六

代表　走高跳 1 岡元　瞳(2) 1m40 2 小柿　泰葉(2) 1m30 3 竹下  礼華(3) 1m30 4 緒方　見保(3) 1m30 5 宮永　好美(3) 1m25 6 谷川 旭美(3) 1m20 7 泉　知子(2) 1m2０ 8 千原　万季(3) 1m2０

八代第二 八代第一 八代第四 八代第七 二見 日奈久 八代第五 八代第三

代表　走幅跳 1 高瀬  怜奈(2)   4m65 2 塩田　彩果(2)   4m56 3 嵐　麻梨子(3)   4m52 4 大石　愛美(3)   4m47 5 沖田　彩奈(2)   4m29 6 樋口　美妃(2)   4m06 7 河口　美紀(3)   3m82 8 稲田　愛美(3)   3m63

八代第一 八代第五 八代第三 二見 八代第二 八代第六 八代第七 八代第八 

代表　砲丸投 1 中山  恵美子(3)  10m35 2 山口　綾乃(2)   8m84 3 石山　瑞希(3)   8m58 4 恵　梨奈(2)   8m11 5 永田　弓真(3)   7m86 6 帯刀　千佳(3)   7m85 7 蓑田  早紀(3)   7m63 8 小屋野　嘉(3)   7m38

八代第四 八代第二 八代第八 八代第五 八代第三 二見 八代第一 八代第六

１年 1 八代第一 53.6 2 八代第二 54.3 3 八代第五 56.5 4 八代第六 56.5 5 八代第四 59.1 6 二見  1:00.3 7 八代第三  1:01.2 8 八代第七  1:05.1

４×１００ｍＲ 米田　希里 森田　愛美 木下　弥月 石田　歩 春田  理子 本村　真帆 藤崎　百合恵 濱田　麻梨子

新宅　麻美 遠山　文美和 鶴島　梨沙 下村　涼夏 中山  理香子 上野　奈々 井ノ口　梓 吉田　未彩

村雲  美沙紀 早田　雅 平崎　友実子 高野　早紀 原本  悠 本村　夏帆 山口　知美 松本　佳央理

平野  敦子 中川　和美 中村　舞 桜田　香代 柴原  初美 大石　美幸 寺田　有紗 本田　光

２年 1 八代第二 52.3 2 八代第一 53.6 3 八代第五 53.6 4 八代第三 55.4 5 日奈久 57.6 6 八代第六 57.7 7 八代第七 58.1 8 八代第四  1:00.4

４×１００ｍＲ 山口　綾乃 宮本  楓子 塩田　彩果 寺田　弥月希 濱本 菜穂美 中村　優里 古嶋　瞳 田中  晶子

沖田　彩奈 久保田  千景 山下　香織 中島　彩紀子 時田 優里香 内藤　万莉 小渕　由華 中村  美咲

櫻田　裕妃 高瀬  怜奈 塩田　綾佳 松元　利愛 木元 育実 小松　美穂 古嶋　マリコ 緒方  裕子

賴藤　裕 池尻  千尋 早木　裕紀子 桑鶴　真衣 北園 乃梨 樋口　美妃 湯野　早織 豊田  麻美

代表 1 八代第二 52.0 2 八代第一 52.6 3 八代第三 53.3 4 八代第五 53.5 5 二見 55.2 6 日奈久 55.4 7 八代第七 56.3 8 八代第六 59.3

４×１００ｍＲ 上西　愛(3) 江口  千沙(3) 嵐　麻梨子(3) 塩田　綾佳(2) 稲村　美有(3) 田川 茜(3) 植田　沙綾(3) 岩崎　麻衣(3)

中川　和美(1) 田川  史那(3) 宇佐美　里子(3) 山下　香織(2) 大石　美幸(1) 福島 由子(3) 橋本　愛(3) 川田　成美(3)

沖田　彩奈(2) 宮本  楓子(2) 園田　洋子(3) 塩田　彩果(2) 白石　翔子(3) 廣瀨 仁美(3) 吉沢　真里絵(3) 坂井　みなみ(3)

賴藤　裕(2) 平野  敦子(1) 礒部　美里(3) 中村　舞(1) 松永　美菜子(2) 早田 保奈美(3) 谷口　晴香(3) 小屋野　嘉(3)
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