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2018年9月16日(日)
決勝一覧表

阿蘇市阿蘇農村公園あぴか陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子29才以下 9/16 ２００ｍ 尾方　　壮共 23.00 田口　泰宏 23.20 岩本　大貴 23.30 山内　大樹 23.60 鎌畑　彰吾 24.00 須藤　健人 24.70 村上　和好 25.20 鍋島　悠汰 25.60

八代市  熊本市  上益城郡  水俣市  球磨郡  荒尾市  八代郡  玉名郡  

男子29才以下 9/16 ４００ｍ 松下　雄大 53.20 松下　拓夢 53.60 何川　祐樹 53.70 佐伯　元 54.10 山本　　智大 54.70 井手上　晃大 54.80 稲葉　悠真 54.90 林田　泰志 57.90

玉名市 天草市 上益城郡 阿蘇郡市 八代市 菊池郡市 山鹿市 熊本市

男子29才以下 9/16 １５００ｍ 梅本　　和海  4:11.60 池田　達哉  4:14.40 下吹越　拓也  4:17.50 三次　良  4:20.20 内田　翼  4:20.50 石田　　光  4:23.70 西村　直哉  4:24.60 河北　雅人  4:25.70

八代市 玉名郡 熊本市 玉名市 水俣市 天草市 宇城市 球磨郡

男子29才以下 9/16 ５０００ｍ 中神　恒也 15:32.30 上原　一真 16:05.30 梅田　大輔 16:07.60 緒方　卓思 16:14.70 山下　友洋 16:25.40 佐藤　大和 16:30.50 久保山　護熙 16:33.70 山崎　学 16:35.50

球磨郡 阿蘇郡市 阿蘇郡市 水俣市 水俣市 菊池郡市 球磨郡 上益城郡

男子29才以下 9/16 走高跳 松本　匠眞 1m88 祇園下　　千裕 1m80 市川　　高年 1m75 渕上　駿 1m70 緒方　大地 1m70 後藤　健二 1m55

菊池郡市 人吉市 八代市 球磨郡 宇城市 玉名郡

男子29才以下 9/16 三段跳 田上　友季也 14m50 宮崎　敦史 14m43 千々岩　大輔 13m23 植村　修帆 13m11 中嶋　一隆 12m46 森崎　　明弘 12m44 中濱　嘉紀 12m13 吉海　　雄平 11m98

下益城郡  0.0 天草市  0.0 水俣市  0.0 上天草市  0.0 玉名郡  0.0 八代市  0.0 菊池郡市  0.0 人吉市  0.0 

男子29才以下 9/16 砲丸投 村上　祐紀  12m28 森口　雪成  10m02 森川　未月   9m69 宮﨑　真吾   9m42 鳥居　大暉   9m16 枝森　健吾   8m45 古閑　　日出輝   7m98 浦川　寛志   7m08

(7.260kg) 阿蘇郡市 菊池郡市 球磨郡 葦北郡 八代郡 宇城市 八代市 玉名郡

男子30才～39才 9/16 １００ｍ 山本　貴憲 11.30 福山　皓也 11.50 三宅　勝幸 11.70 東　雄峰 11.80 上野　　聖史 11.90 政木　隆一 12.30 北原　恵揮 12.30

水俣市  上天草市  山鹿市  球磨郡  八代市  天草市  菊池郡市  

男子30才～39才 9/16 ３０００ｍ 荒木　宏太  8:58.80 富田　誠至郎  8:59.70 村上　翔伍  9:01.60 島村　洸史  9:07.00 田本　　一了  9:08.90 地下　翔太  9:09.30 岩永　浩明  9:10.20 渡辺　暁雄  9:20.70

玉名郡 天草市 玉名市 宇土市 八代市 球磨郡 菊池郡市 山鹿市

男子30才～39才 9/16 走幅跳 工藤　隆洋 6m37 中村　豊治 6m27 秋山　亮 6m09 岩本　慎一郎 6m01 改田　　武虎 5m92 杉本　和教 5m86 永野　雄三 5m31 上土井　篤志 5m26

阿蘇郡市  0.0 水俣市  0.0 八代郡  0.0 上益城郡  0.0 八代市  0.0 球磨郡  0.0 天草市  0.0 玉名市  0.0 

男子30才～39才 9/16 砲丸投 川崎　正法  12m77 松村　和樹  11m99 岩崎　祐樹  11m88 松下　昭男  11m80 橋口　貴文  11m21 小幡　成覇  10m96 南﨑　広幸  10m68 本田　浩誠  10m51

(6.000kg) 水俣市 玉名郡 球磨郡 天草市 葦北郡 宇土市 八代郡 上益城郡

男子40才～49才 9/16 １００ｍ 前田　　浩二 11.30 山口　隆之 12.00 松本　辰矢 12.20 中川　　博文 12.40 永野　勝也 12.40 後藤　裕孝 12.70 安武　則貴 13.20 早瀬　裕 13.30

八代市  球磨郡  上天草市  人吉市  天草市  上益城郡  菊池郡市  阿蘇郡市  

男子40才～49才 9/16 １５００ｍ 渡辺　哲浩  4:22.70 佐藤　英昭  4:23.00 池島　篤史  4:23.20 斉藤　友章  4:23.60 田上　朋史  4:26.70 田中　正章  4:28.00 藤本　和秀  4:28.40 田尻　貴之  4:31.30

上天草市 菊池郡市 熊本市 宇城市 水俣市 菊池郡市 上益城郡 宇城市

男子40才～49才 9/16 走高跳 松永　成司 1m65 桃木　真也 1m60 吉岡　　英哉 1m50 栗屋　広季 1m45 同順：大嶋　英治 1m45 宮崎　浩二 1m45

熊本市 球磨郡 八代市 上益城郡 宇城市 山鹿市

男子40才～49才 9/16 砲丸投 岩崎　三郎  14m17 古庄　貴光  13m56 原田　恭宏  13m29 竹本　浩和  12m86 工藤　力  12m61 荒尾　寿文  12m05 長田　政和  11m45 牧鶴　満徳  10m76

(4.000kg) 球磨郡 宇土市 天草市 葦北郡 阿蘇郡市 玉名郡 宇城市 上益城郡

男子50才～59才 9/16 １００ｍ 田代　誠 12.40 沖田　　隆雄 12.50 田崎　美孝 12.70 藏座　康寛 13.30 栗屋　正博 13.50 大川　久文 13.60 三池　連太 14.50

宇城市  八代市  天草市  球磨郡  上益城郡  水俣市  菊池郡市  

男子50才～59才 9/16 １５００ｍ 津留　秋弘  4:45.10 城戸　英二  4:45.30 角田　隆輔  4:49.70 吉村　文長  4:54.50 嶋永　健一  4:56.20 松本　行彦  4:58.40 藤掛　正道  5:00.60 田口　伸二  5:01.70

山鹿市 荒尾市 熊本市 菊池郡市 玉名郡 天草市 上益城郡 葦北郡

男子50才～59才 9/16 円盤投 宮原　辰美  43m22 井上　仁志  41m58 永田　　利広  33m18 告　吉弘  32m92 江藤　幸紀  32m48 緒方　　安彦  30m57 中村　公彦  30m43 酒井　健二  29m80

(1.000kg) 球磨郡 荒尾市 人吉市 葦北郡 阿蘇郡市 八代市 天草市 山鹿市

男子60才以上 9/16 １００ｍ 松本　良幸 13.20 坂本　敏雄 13.50 木村　　勇 13.50 阿部　　正 13.50 鶴田　一直 13.50 杉谷　照雄 13.90 久本　　一彦 14.00 榎田　誠一 14.10

阿蘇郡市  水俣市  玉名郡  八代市  菊池郡市  荒尾市  人吉市  八代郡  

男子60才以上 9/16 ３０００ｍ 岡山　眞一 10:59.70 三村　光明 11:11.90 片岡　良一 11:24.00 平木　隆二 11:27.50 村上　義勝 12:10.20 佐々木　優 12:23.10 平田　智昭 12:27.00 荒木　拓馬 12:30.20

山鹿市 玉名市 球磨郡 上益城郡 熊本市 菊池郡市 宇城市 玉名郡

男子60才以上 9/16 砲丸投 上田　一義  11m38 堀坂　雅秀  11m10 東　浩一  11m06 大城戸正剛  10m89 中西　　健二   9m96 緒方　恵之   9m79 前川　誠也   9m71 小坂　今朝和   8m48

(4.000kg) 宇土市 宇城市 球磨郡 玉名郡 八代市 菊池郡市 玉名市 阿蘇郡市

男子70才以上 9/16 ２０００ｍ 小山　文孝  7:40.60 牛崎　義治  8:42.10 田村　勝春  8:43.20 平嶋　裕介  9:02.10 小松　又男  9:14.30 甲斐　道夫  9:17.70 馬場　馨  9:19.80 鈴木　鑛満  9:38.20

熊本市 荒尾市 阿蘇郡市 菊池郡市 八代郡 上益城郡 葦北郡 玉名郡

女子34才以下 9/16 ２００ｍ 開　かおり 28.30 毛利　仁美 29.30 佐々木　里奈 29.50 蒲原　知紗 29.90 福本　　春佳 30.40 清原　歩 31.20 仲田　美幸 31.50 樫山　沙也叶 31.60

山鹿市  天草市  球磨郡  熊本市  八代市  玉名市  水俣市  下益城郡  

女子34才以下 9/16 １００ｍ 妹尾　うらら 13.80 菊池　美葉留 14.10 阪本　侑加 14.20 水本　優美子 14.30 宮本　　楓子 14.40 山下　香織 14.50 福井　果林 14.80 藤川　美優 15.40

熊本市  阿蘇郡市  菊池郡市  水俣市  八代市  葦北郡  上益城郡  宇土市  

平成30年度第73回熊本県民体育祭特別大会　陸上競技
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阿蘇市阿蘇農村公園あぴか陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

平成30年度第73回熊本県民体育祭特別大会　陸上競技

女子34才以下 9/16 １５００ｍ 加藤　みちる  4:58.10 岩村　聖華  4:58.30 浅田　　優美  5:07.00 松村　絵里香  5:08.20 田畑　恵美子  5:12.00 東　朱香  5:19.80 松江　香奈  5:34.20 中　　景  5:37.20

熊本市 八代郡 八代市 荒尾市 球磨郡 上益城郡 宇城市 上天草市

女子34才以下 9/16 走高跳 古川　彩香 1m56 梅本　紗貴 1m56 小林　亜加里 1m40 涌田　　果歩 1m35 高宮　千尋 1m35 菊池　法子 1m30 同順：萩尾　真未 1m30 山下　知恵美 1m25

熊本市 下益城郡 上益城郡 八代市 阿蘇郡市 r:・ 菊池郡市 山鹿市 葦北郡

女子34才以下 9/16 走幅跳 佐竹　春南 5m59 太田　小咲稀 4m88 坂田　有紗 4m75 高野　早紀 4m71 林　加保里 4m47 森﨑　純理 4m37 案浦　　楓 4m06 唐津　杏奈 3m91

阿蘇郡市  0.0 菊池郡市  0.0 熊本市  0.0 玉名郡  0.0 葦北郡  0.0 上天草市  0.0 八代市  0.0 球磨郡  0.0 

女子34才以下 9/16 砲丸投 寺本さおり  10m10 立山　智絵   9m94 池辺　亜祐美   8m44 萩原　　幸   7m91 安井　佳奈   7m67 井川　楓   6m47

(4.000kg) 玉名郡 山鹿市 天草市 八代市 球磨郡 葦北郡

女子34才以下 9/16 円盤投 江島　成美  31m37 上野　　千紘  21m26 濱水　綾香  20m52 嶋田　美南海  15m82 藤井　素子  14m86 蓑田　瞳  14m64

(1.000kg) 熊本市 八代市 玉名郡 天草市 葦北郡 球磨郡

女子35才以上 9/16 １００ｍ 片山　浩子 13.70 大山　三保 14.00 山下　千佳子 14.00 平野　　満香 14.10 佐美三　絵美 14.40 濱　いち子 14.50 柳迫　真紀 14.50

熊本市  玉名郡  水俣市  八代市  宇土市  天草市  葦北郡  

女子35才以上 9/16 ２０００ｍ 森　泉  7:18.30 上嶋　知子  7:18.60 大城戸　順子  7:21.90 坂田　裕紀  7:52.10 栗原　めぐみ  7:52.60 内野　美里子  8:03.20 澤田　和泉  8:16.40 松下　　美香  8:23.40

球磨郡 天草市 山鹿市 玉名郡 熊本市 阿蘇郡市 上益城郡 八代市

女子35才以上 9/16 砲丸投 田中　文容子   8m46 村上　篤子   8m40 谷口　智美   7m79 大野　真紀   7m78 時松　和枝   7m45 飯星　かすみ   7m30 恒松　美保   7m13 坂口　　歩美   6m95

(4.000kg) 菊池郡市 玉名市 水俣市 玉名郡 阿蘇郡市 上益城郡 球磨郡 八代市

男子29才以下 9/16 ４×１００ｍ 宇土市･ 44.90 水俣市･ 45.20 天草市･ 45.60 球磨郡･ 45.60 菊池郡市･ 46.80 宇城市･ 47.10 上益城郡･ 47.50 熊本市･ 55.20

  山下　泰生   緒方　太朗   西崎　昭洋   長岡　三樹也   宮川　達好   緒方　大地   村上　芳樹   一寶　孝弘

  伊豫　昂弥   山内　大樹   宮崎　敦史   鎌畑　彰吾   井手上　晃大   緒方　忍   岩本　大貴   片瀬　誠

  伊藤　純平   生駒　大直   中村　圭一   福田　恭士   中濱　嘉紀   河野　竜政   松永　匡史   右山  雄晴

  伊豫　圭吾   千々岩　大輔   松下　拓夢   工藤　正明   田代　洋輝   田代　元気   何川　祐樹   田口　泰宏

男子40才～49才 ４×１００ｍ

男子30才～49才 9/16 ４×１００ｍ 八代市･ 45.60 上天草市･ 46.80 球磨郡･ 47.10 水俣市･ 47.30 上益城郡･ 48.10 天草市･ 49.20 人吉市･ 49.80 八代郡･ 52.20

  松本　　慎一   山下　洋介   東　雄峰   倉岡　和彦   緒方　弘和   政木　隆一   馬場　　寛之   坂本　健一

  上野　　聖史   松本　辰矢   石塚　賢宏   中村　豊治   後藤　裕孝   吉原　武蔵   大原　　崇裕   益田　耕平

  中村　　一樹   松浦　智志   入江　拓実   澤村　昭仁   荒木　規夫   藤本　健士郎   高山　　直   奥村　誠

  前田　　浩二   福山　皓也   山口　隆之   山本　貴憲   岩本　慎一郎   永野　勝也   中川　　博文   澤田　寛史

男子50才～59才 ４×１００ｍ

男子50才～69才 9/16 ４×１００ｍ 水俣市･ 53.30 八代市･ 53.90 宇城市･ 54.50 玉名郡･ 55.00 荒尾市･ 55.40 天草市･ 55.50 菊池郡市･ 56.20 熊本市･ 56.50

  田畑　義男   阿部　　正   釜賀　敏哉   髙田　洋一   杉谷　照雄   丸田　光二   三池　連太   永野　晃

  坂本　敏雄   田浦　　雄二   田中　鉄也   古本　孝一   井上　光則   山田　康人   波多野　匠   角田　隆輔

  吉海　芳幸   森　　洋三   橋本　政秀   木村　　勇   今村　千弘   有江　英生   元村　保人   森田　俊壽

  大川　久文   沖田　　隆雄   田代　誠   下田　辰治   中原　伸二   中村　公彦   鶴田　一直   深野　友氏

女子34才以下 9/16 ４×１００ｍ 熊本市･ 52.70 八代市･ 53.20 水俣市･ 54.80 山鹿市･ 55.20 阿蘇郡市･ 57.10 天草市･ 57.10 菊池郡市･ 57.90 玉名郡･ 58.10

  片山　浩子   山形　　奈緒美   仲田　美幸   松崎　貴美子   菊池　美葉留   村上　茉莉子   木下　雅子   亀﨑　史佳

  妹尾　うらら   平野　　満香   水本　優美子   開　かおり   出田　静香   毛利　仁美   姫野　詩織   大山　三保

  村本  美桜   宮本　　楓子   山下　千佳子   萩尾　真未   内野　美里子   石井　有希子   平野　宏美   野畑ひろみ

  坂田　有紗   有働　　陽奈子   山田　幸穂   石川　紋名   佐竹　春南   濱　いち子   阪本　侑加   高野　早紀

女子50才～69才 9/16 ２０００ｍ 前田　淳子  7:39.20 本田　恵津子  7:39.70 尾坂　喜代美  7:46.50 後藤　美和  8:35.30 福田　百合子  8:36.10 西　照美  8:45.90 川口　　元子  8:49.70 橋本　由美子  8:53.20

菊池郡市 水俣市 上益城郡 熊本市 宇土市 球磨郡 人吉市 下益城郡


