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平成28年度　八代中体連陸上競技大会 2016年10月1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 １００ｍ 深川　真之介(1) 12.0 藤澤　李玖(1) 12.2 田並　尚也(1) 12.3 服部　翔(1) 12.3 矢賀部　瑛仁(1) 12.6 作村　凜(1) 12.7 俵　颯太(1) 12.8 橋本　ブライアン(1) 12.9

八代第四  八代第五  県立八代  八代第五  八代第四  氷川  竜北  八代第一  
男子1年 １５００ｍ 大嶋　力(1)  4:38.7 奥村　玲王(1)  4:45.0 大野　義一朗(1)  4:46.5 早田　京平(1)  4:51.8 宮本　侑弥(1)  4:52.6 垣田　悠翔(1)  4:53.7 黒木　陽向(1)  4:57.4 稗田　幸真(1)  5:06.9

千丁 氷川 八代第一 八代第三 八代第五 八代第四 八代第一 八代第三

男子2年 １００ｍ 藤元　和虎(2) 11.9 石本　汰一(2) 12.1 松村　拓海(2) 12.3 多久島　圭吾(2) 12.4 飽田　雄一朗(2) 12.4 塚本　悠斗(2) 12.4 脇本　敦(2) 12.5 小島　孝紀(2) 12.9
八代第四  八代第五  鏡  県立八代  八代第一  竜北  八代第四  鏡  

男子2年 １５００ｍ 佐々木　豪(2)  4:38.2 作田　悠翔(2)  4:38.5 光永　大記(2)  4:39.1 竹上　直希(2)  4:44.3 内田　尊(2)  4:49.7 淵川　哲志(2)  4:50.8 冨丸　陽雄(2)  4:58.5 森枝　紘生(2)  5:02.0
竜北 八代第四 氷川 八代第二 八代第五 八代第四 鏡 八代第六

男子代表 １００ｍ 上田　恭平(3) 11.4 田並　昌也(3) 11.5 杉本　佑樹(3) 11.6 山本　陸斗(3) 11.8 田中　隆晴(3) 11.9 池嶋　聡一郎(3) 11.9 足立　駿斗(3) 12.0 平田　登真(3) 12.1
八代第二  日奈久  八代第六  八代第五  八代第四  県立八代  八代第二  八代第六  

男子代表 １５００ｍ 本山　遼(3)  4:23.8 久光　康太(3)  4:25.0 米　隼平(3)  4:30.7 山本　柊介(3)  4:39.4 下山　将也(3)  4:41.8 益田　孝生(3)  4:43.3 上村　友己(3)  4:44.8 古島　瞬(3)  4:45.4
八代第四 八代第四 八代第二 竜北 八代第六 氷川 八代第一 東陽

男子代表 ３０００ｍ 入田　優希(3)  9:07.4 中野　清正(3)  9:44.6 本田　陽生(3)  9:48.1 松本　晃(2) 10:00.9 村上　未来(3) 10:02.1 中山　陽(3) 10:06.8 石井　雅巳(3) 10:13.6 島田　凜生(3) 10:17.6
八代第四 八代第二 八代第四 竜北 泉 県立八代 八代第三 八代第一

男子代表 １００ｍＨ 髙野　祐樹(3) 15.3 吉本隼人(3)四中 16.3 渡邊　裕輔(2) 16.9 山田　健勝(3) 17.9 田中　颯真(2) 18.0 井上　湧真(2) 18.6 原田　泰成(2) 18.9
(0.762m) 県立八代  竹中皓亮(3)氷川   八代第四  八代第一  県立八代  八代第三  鏡  

男子代表 １１０ｍＨ 林田　稜太(3) 15.8 村中　洸樹(1) 16.2 倉岡　竜眞(3) 18.2 田中　優也(3) 18.6 山根　有貴(3) 19.8 佐藤　大輝(2) 20.0 坂見　虎羽(2) 21.5 宮本　優希(2) 22.2
(0.914m) 県立八代  八代第一  八代第二  八代第四  氷川  八代第四  県立八代  日奈久  

男子代表 走高跳 中田　功太(3) 1m60 髙口　穂孝(3) 1m50 西田　大和(3) 1m45 百原　愛登(3) 1m45 清田　祐一郎(3) 1m40 上野　皓大(3) 1m35
八代第四 八代第一 竜北 県立八代 氷川 八代第五

男子代表 走幅跳 岡本　心輝(3) 6m18 百田　侑弘(2) 5m66 平井　啓太(3) 5m54 今田　優弥(3) 5m44 永村　健人(3) 5m36 東　雄慎(2) 5m30 石山　友輝(2) 5m19 東　尚樹(3) 4m79
八代第一 八代第二 八代第四 氷川 八代第四 日奈久 八代第三 県立八代

男子代表 ４×１００ｍ 県立八代Ａ 46.4 八代第六 46.5 八代第一Ａ 46.5 八代第四Ａ 47.1 竜北 47.7 八代第二Ａ 48.0 八代第四Ｂ 48.1 氷川 48.5
  多久島　圭吾(2)   清水　一樹(3)   山田　健勝(3)   山内　夢弥(3)   田中　良典(3)   百田　侑弘(2)   藤元　和虎(2)   益田　孝生(3)
  池嶋　聡一郎(3)   平田　登真(3)   岡本　心輝(3)   田中　隆晴(3)   宇野　幸生(3)   足立　駿斗(3)   深川　真之介(1)   竹中　皓亮(3)
  髙野　祐樹(3)   園原　楓樹(3)   蔦本　伊吹(3)   山本　寛太(3)   木村　颯馬(2)   中野　清正(3)   脇本　敦(2)   清田　祐一郎(3)
  林田　稜太(3)   杉本　佑樹(3)   髙口　穂孝(3)   平井　啓太(3)   富永　裕樹(3)   上田　恭平(3)   矢田　裕馬(2)   内德　幸太郎(3)

女子1年 １００ｍ 前田　芽留(1) 13.2 東　結華(1) 13.3 岩本　樹璃亜(1) 13.6 森　愛瑠那(1) 14.0 一美　千優(1) 14.1 上水　月(1) 14.2 松岡　みさき(1) 14.6 藤本　日菜(1) 15.0
八代第三  県立八代  八代第二  八代第二  八代第三  八代第四  八代第一  竜北  

女子1年 ８００ｍ 中山　蒼空(1)  2:31.9 竹馬　陽良(1)  2:32.7 清田　日和(1)  2:35.4 榎田　朱莉(1)  2:41.0 稲田　雛(1)  2:42.8 内田　幸李(1)  2:45.2 森田　叶幸(1)  2:46.9 江崎　伶央菜(1)  2:47.9
八代第五 八代第三 氷川 八代第四 竜北 八代第二 泉 八代第三

女子2年 １００ｍ 石田　愛亜彩(2) 12.9 泉　陽奈子(2) 13.0 米村　凜(2) 13.1 近松　萌生(2) 13.1 川田志乃(2) 13.4 杉水　織羽(2) 13.5 佐野　響(2) 13.6 安永　莉帆(2) 13.7
八代第二  八代第二  八代第四  八代第三  日奈久  八代第三  八代第一  県立八代  

女子2年 ８００ｍ 川野　朱莉(2)  2:29.8 新垣　聖那(2)  2:31.5 西村　天音(2)  2:33.7 松村　瑠海(2)  2:35.0 初田　結那(2)  2:38.3 岡村  ひかり(2)  2:40.8 松本　月那(2)  2:41.2 那須　鈴杏(2)  2:43.9
八代第二 氷川 八代第四 八代第五 八代第一 八代第五 八代第一 竜北

女子代表 １００ｍ 西村　歌奈(3) 12.8 森本　真妃(3) 12.9 山本　幸葵(3) 12.9 谷本　凜　(3) 13.3 沖田　遥(3) 13.6 中山　結衣(3) 13.6 永松　璃奈(3) 13.8 中山　美咲(3) 14.0
県立八代  八代第三  八代第二  八代第八  竜北  県立八代  八代第四  八代第三  

女子代表 ８００ｍ 亀山　まどか(3)  2:27.0 岩﨑　真子(3)  2:33.1 沖田　有由(2)  2:36.0 中島　寧香(3)  2:37.2 髙岡　薫乃(3)  2:37.7 石本　優香(3)  2:40.0 小形　華音(3)  2:43.5 右谷　朋菜(3)  2:44.6
八代第四 県立八代 八代第二 竜北 八代第一 八代第三 県立八代 八代第二

女子代表 １５００ｍ 垣田　理子(3)  4:58.7 前田　花那(1)  5:04.8 中原　光葉(3)  5:06.3 増永　梨乃(3)  5:14.0 西村　菜々子(2)  5:22.7 徳本　愛(2)  5:24.6 川口　しるふ(2)  5:25.7 外田　絵恋(3)  5:27.7
八代第四 八代第三 八代第二 氷川 泉 八代第五 県立八代 八代第一

女子代表 走高跳 野藤　涼花(2) 1m52 松田　珠希(3) 1m43 宮本　怜奈(3) 1m40 末永　遥菜(2) 1m35 園原　咲良(3) 1m30 上田　葵(3) 1m25 山内　桜花(2) 1m20 山根　吏央(1) 1m10
八代第一 八代第二 八代第四 県立八代 八代第五 竜北 県立八代 氷川

女子代表 走幅跳 西村　彩花(3) 4m66 藤沢　美空(3) 4m42 田浦　響(3) 4m26 江口　咲衣(3) 4m25 植田　涼花(1) 3m90 山村　佑莉(1) 3m82 藤本　美月(2) 3m65 白坂　音桜(3) 3m64
八代第四 八代第一 県立八代 八代第一 八代第四 氷川 八代第七 八代第五

女子代表 ４×１００ｍ 八代第二Ａ 51.1 県立八代Ａ 51.8 八代第三Ａ 52.3 八代第四Ａ 52.4 八代第一Ａ 52.9 県立八代Ｂ 54.4 八代第二Ｂ 54.5 八代第四Ｂ 56.1
  平野　莉彩(3)   東　結華(1)   中山　美咲(3)   西村　彩花(3)   藤沢　美空(3)   高橋　凛香(3)   西岡　真衣(3)   堀田　萌(2)
  山本　幸葵(3)   中山　結衣(3)   近松　萌生(2)   米村　凜(2)   野藤　涼花(2)   安永　莉帆(2)   川野　朱莉(2)   五反　晴子(2)
  泉　陽奈子(2)   今村　美也子(3)   杉水　織羽(2)   永松　璃奈(3)   福山　凜音(3)   秋永　理子(2)   森　愛瑠那(1)   上水　月(1)
  石田　愛亜彩(2)   西村　歌奈(3)   森本　真妃(3)   宮本　怜奈(3)   佐野　響(2)   森田　結衣(2)   岩本　樹璃亜(1)   宮木　麻寛(2)

男子代表 砲丸投 中川　優太(3)  11m32 坂口　泰樹(3)  10m26 上村　駿斗(3)  10m16 斉藤　優河(2)   9m72 上田　翔輝(2)   9m33 坂口  滉征(2)   9m22 内德　幸太郎(3)   8m97 丸尾　雄飛(3)   8m93
(4.000kg) 八代第四 八代第四 県立八代 八代第三 泉 泉 氷川 日奈久

女子代表 ８０ｍＨ 平野　莉彩(3) 12.4 井戸　千帆里(1) 13.4 宮木　麻寛(2) 14.0 宮﨑　琴(2) 16.4 福田　藍加(1) 16.6 志賀　彩乃(2) 17.1 山本　南菜美(3) 18.0 伊藤　優(2) 18.1
(0.762m) 八代第二  NGR 八代第一  八代第四  県立八代  八代第三  県立八代  氷川  日奈久  

女子代表 １００ｍＨ 福山　凜音(3) 14.5 森田　結衣(2) 15.9 西岡　真衣(3) 17.4 富田　杏美(3) 19.2 山本　梨央(3) 20.1
(0.762m) 八代第一  NGR 県立八代  八代第二  八代第四  日奈久  

女子代表 砲丸投 西　慈海(3)  10m12 植松　遥菜(3)   8m86 堀田　萌(2)   8m83 村山　玲奈(3)   8m56 岩山　志桜里(3)   8m47 田上　葉暁(3)   8m02 中島　美咲(3)   7m94 河野　佐知(3)   7m86
(2.721kg) 県立八代 八代第四 八代第四 八代第一 泉 八代第五 竜北 氷川

凡例（NGR:大会新記録）


