
兼全国高校大会県予選 場所：熊本県民総合運動公園陸上競技場
男子 期日：平成26年5月30日～6月2日
（試合コード：１４４３１００１） 主催　熊本県高等学校体育連盟　　熊本陸上競技協会

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

31日 １００ｍ 中村　拓都(2) 10.98 門東　幸誠(3) 11.01 齊藤　勇真(1) 11.05 坂口　恭介(2) 11.09 木村　隆(3) 11.10 叶　翔吾(3) 11.19 岩本　怜士(3) 11.21 赤池　晋弥(2) 11.24
風:-0.4 九州学院 熊本工 九州学院 鹿本 熊本農 熊本中央 済々黌 熊本中央

2日 ２００ｍ 山本　賢志(2) 21.62 中村　拓都(2) 21.92 本郷　陽一朗(3) 22.07 江藤　拓都(2) 22.16 齊藤　勇真(1) 22.32 門東　幸誠(3) 22.34 来海　武士(3) 22.37 松本　涼希(3) 22.55
風:-0.6 天草工 九州学院 人吉 九州学院 九州学院 熊本工 鹿本 牛深

30日 ４００ｍ 山本　賢志(2) 47.21 門東　幸誠(3) 48.32 江藤　拓都(2) 48.40 松原　秀一郎(2) 49.29 西口　昂輝(3) 49.42 前田　悠希(3) 49.55 後藤　裕貴(3) 49.74 米村　竜星(3) 50.23
天草工 NGR 熊本工 九州学院 九州学院 第二 玉名工 鹿本 熊本工

2日 ８００ｍ 太田黒　卓(3)  1:54.81 硴野　魁星(3)  1:55.66 瀬戸口　大地(1)  1:56.08 内田　翼(3)  1:57.06 中神　大幸(2)  1:57.60 田上　遥貴(3)  1:57.70 田上　鷹弥(2)  1:58.43 平田　陸益(3)  2:06.11
多良木 八代工 開新 水俣 熊本千原台 済々黌 熊本千原台 済々黌

31日 １５００ｍ 太田黒　卓(3)  3:58.50 硴野　魁星(3)  3:58.63 神林　勇太(1)  3:59.55 西川　優樹(3)  3:59.97 宮﨑　勇将(3)  4:01.66 亀鷹　雄輝(1)  4:02.28 髙田　凜太郎(2)  4:07.23 本田　大勝(3)  4:08.38
多良木 八代工 九州学院 八代東 熊本千原台 九州学院 九州学院 熊本国府

30日 ５０００ｍ 宮﨑　勇将(3) 14:49.86 古場　京介(3) 14:54.74 林田　元輝(3) 14:55.45 森下　史崇(3) 14:56.63 梅本　龍太(3) 15:07.46 山瀬　大成(2) 15:08.74 菊池　大雅(3) 15:18.93 有働　巧基(3) 15:19.93
熊本千原台 熊本千原台 九州学院 九州学院 熊本工 熊本千原台 熊本国府 熊本工

2日 １１０ｍＨ 米村　竜星(3) 15.24 藤原　秀朗(3) 15.37 野中　渓人(3) 15.65 田中　紘樹(2) 15.69 赤池　晋弥(2) 15.89 水村　大樹(2) 15.90 武田　知記(3) 16.00 井手　陵介(3) 16.53
風:-0.0 熊本工 人吉 九州学院 水俣 熊本中央 大津 熊本工 矢部

31日 ４００ｍＨ 米村　竜星(3) 52.82 藤原　秀朗(3) 54.05 田中　紘樹(2) 54.59 野中　渓人(3) 54.70 水村　大樹(2) 56.08 新島　楓(3) 56.66 中島　孝輔(2) 57.98 松尾樹輝也(3) 58.69
熊本工 人吉 水俣 九州学院 大津 熊本西 九州学院 玉名工

1日 ３０００ｍＳＣ 古場　京介(3)  9:17.53 中神　文弘(3)  9:18.11 西川　優樹(3)  9:19.01 谷川　恒太(2)  9:21.77 梅本　祥太(3)  9:22.48 木村　光佑(3)  9:22.63 奥村　和己(3)  9:22.73 岩﨑　大悟(2)  9:39.31
熊本千原台 九州学院 八代東 八代東 九州学院 九州学院 玉名工 熊本高専八代

31日 ５０００ｍＷ 境　慎太郎(3) 22:08.78 蔀　和樹(3) 22:14.94 大串　義宣(3) 23:00.86 奥村　圭介(3) 23:42.31 田中　蓮(3) 24:09.49 吉川　輝(2) 24:57.88 杉野　直輝(2) 27:29.33
熊本中央 熊本工 熊本中央 熊本工 玉名工 九州学院 人吉

31日 ４×１００ｍ 九州学院 41.16 熊本工 41.65 熊本中央 42.13 鹿本 42.16 玉名工 42.59 人吉 42.83 済々黌 42.94 八代 43.19
   山下　泰生(3) NGR    丸山　直樹(3)    叶　翔吾(3)    来海　武士(3)    武田　士湧(2)    深水　響(3)    中村　陸(2)    古賀　丈士(3)
   中村　拓都(2)    門東　幸誠(3)    赤池　晋弥(2)    坂口　恭介(2)    前田　悠希(3)    本郷　陽一朗(3)    岩本　怜士(3)    前田　裕太(3)
   江藤　拓都(2)    古川　裕也(3)    茨木　蓮(2)    有働　雄(2)    服部　駿(2)    尾鷹　洸(3)    河野　達也(2)    藤原　大輔(2)
   齊藤　勇真(1)    米村　竜星(3)    福田　祐大(3)    後藤　裕貴(3)    堀田　智也(2)    藤原　秀朗(3)    藤本　唄司(3)    佐々木　健太(2)

2日 ４×４００ｍ 九州学院  3:14.57 熊本工  3:15.84 鹿本  3:15.89 玉名工  3:17.56 熊本西  3:19.85 天草工  3:21.48 多良木  3:21.94 済々黌  3:22.29
   山下　凌(2)    門東　幸誠(3)    来海　武士(3)    原口　匠(3)    出田　雅士(2)    河内　仁志(1)    大石　健太(3)    岩本　怜士(3)
   松原　秀一郎(2)    丸山　直樹(3)    坂口　恭介(2)    前田　悠希(3)    今村　光(2)    波多　祐樹(3)    三浦　翔(2)    藤本　唄司(3)
   中村　拓都(2)    古川　裕也(3)    有働　雄(2)    堀田　智也(2)    松田　直樹(3)    吉川　尚輝(2)    山下　令央奈(3)    坂口　晃一(3)
   江藤　拓都(2)    米村　竜星(3)    後藤　裕貴(3)    服部　駿(2)    石橋　和也(3)    山本　賢志(2)    太田黒　卓(3)    田上　遥貴(3)

30日 走高跳 山本　緩太(3) 1m85 山下　雄也(2) 1m85 坂本　航央(2) 1m85 後藤　壮雄(3) 1m80 竹川　先(3) 1m80 工藤　樹(2) 1m80 木村　圭介(3) 1m80 小山　一馬(1) 1m75
開新 秀岳館 八代工 鹿本 専大玉名 熊本北 熊本北 秀岳館

31日 棒高跳 中村　仁(2) 4m71 平山　聖高(2) 3m80 福村　光流(2) 3m40 中西　佑太(2) 2m80 藤本　翔(1) 2m40 大友　翔平(1) 2m20
九州学院 NGR 熊本中央 熊本高専八代 河浦 南稜 河浦

1日 走幅跳 中島　仁志(3)   6m63 小柳　圭克(2)   6m62 山野　佑将(3)   6m62 坂本　達哉(3)   6m50 町田　直樹(2)   6m45 太田　樹(1)   6m41 村本　大希(2)   6m41 石坂　将悟(3)   6m35
文徳 +0.3 熊本中央 +0.0 熊本マリスト +0.3 鹿本 +0.0 人吉 +0.9 熊本中央 +0.6 東稜 +0.4 熊本北 +1.2

2日 三段跳 阪梨　祐介(2)  13m70 磯崎　雄大(2)  13m38 大山田　涼平(3)  13m26 松本　聖也(3)  13m22 中濱　嘉紀(2)  13m13 村上　聖二郎(3)  13m11 谷口　洵斗(3)  12m96 赤星　勝信(3)  12m95
鹿本 +0.6 人吉  0.0' 多良木 +1.6 水俣 +1.1' 熊本工 +1.7' 鹿本 +0.1' 秀岳館 +0.4 城北  0.0

30日 砲丸投 塚本　昇竜(3)  13m74 山下　朗央(3)  13m26 松﨑　航平(2)  12m99 境目　力也(3)  12m94 荒嶽　将(2)  12m51 吉川　敦紀(2)  12m45 趙　界東(1)  12m17 山口　正也(2)  11m94
熊本西 天草 熊本学園大付 球磨工 南稜 八代 天草工 松橋

1日 円盤投 塚本　昇竜(3)  35m01 原田　直紀(3)  34m87 荒嶽　将(2)  34m29 松田　涼(2)  34m20 西岡　宗一郎(2)  33m38 浦浜　優友(1)  32m63 佐藤　凜太郎(2)  32m59 山口　正也(2)  32m18
熊本西 多良木 南稜 小川工 熊本工 玉名 済々黌 松橋

2日 ハンマー投 角田　遼馬(3)  51m63 後藤　陽彦(3)  49m25 南瀬　祥平(3)  49m23 山﨑　功博(2)  45m42 川上　幸寿(3)  41m76 谷川　健太(2)  41m48 山石　凌(2)  40m08 森永　匠(2)  39m51
熊本工 高森 八代工 八代工 牛深 熊本工 熊本工 八代工

31日 やり投 愛甲　淳揮(2)  60m84 原田　直紀(3)  60m42 塚本　昇竜(3)  58m47 谷川　健太(2)  55m96 出田　雅士(2)  55m30 濵元　伸乃介(1)  54m93 竹尾　啓輔(3)  50m50 小材　海(2)  49m10
牛深 多良木 熊本西 熊本工 熊本西 牛深 熊本西 松橋

30日 ８種総合得点 出田　雅士(2)  4811 松田　直樹(3)  4701 杉本　正輝(3)  4583 松本　涼希(3)  4534 齋藤　勝海(2)  4450 山本　将太(3)  4395 藤本　奏太(2)  4336 村山　宗瞳(3)  4106
熊本西 熊本西 熊本中央 牛深 熊本中央 牛深 大津 多良木

100-LJ-SP 11.72(-0.7)-5.45(+2.9)-9.98 11.71(-0.7)-5.65(+0.9)-9.85 11.55(-0.7)-5.75(+0.9)-10.00 11.15(-0.7)-5.86(+0.7)-8.79 11.58(+0.4)-6.21(+1.8)-7.75 11.57(-0.7)-6.06(+0.6)-9.28 11.62(-0.7)-5.32(+1.5)-7.95 11.62(+0.4)-5.83(+2.9)-8.74
400-110h-JT 51.56- 17.16(-0.0)-57.59 53.40-16.81(-0.0)-48.79 52.73-16.52(-0.0)-43.01 50.99-17.97(-0.0)-41.32 53.32-19.07(+0.0)-44.01 54.70-17.88(-0.0)-46.01 52.60-16.83(-0.0)-34.49 53.43-20.49(-0.0)-37.05

HJ-1500 1.50 - 4:36.03 1.60-4:43.46 1.60-5:09.97 1.45-4:48.39 1.65-4:47.72 1.60-5:15.71 1.73-5:14.68 1.60-4:56.43

ＮＧＲ・・大会新記録　　

第67回熊本県高等学校陸上競技対校選手権大会 審判長（総括：千々岩　繁）
トラック：和田　豊重
跳　　躍：宮崎　靖久
投　　擲：安永　卓仁
混　　成：原田　恭宏
記録主任：宮崎　信一

トラック 九州学院 67 点 熊本工 43 点 熊本千原台 22 点 熊本中央 17 点 人吉 15 点 天草工 13 点

フィールド 熊本西 18 点 熊本工 14 点 多良木 14 点 鹿本 13 点 熊本中央 11 点 八代工 11 点

混成 熊本西 11 点 熊本中央 6 点 牛深 4 点

総合 九州学院 73 点 熊本工 57 点 熊本中央 34 点 熊本西 32 点 多良木 26 点 鹿本 23 点

５位 ６位４位

対抗得点（男子）

１位 ２位 ３位



兼全国高校大会県予選 場所：熊本県民総合運動公園陸上競技場
女子 期日：平成26年5月30日～6月2日
（試合コード：１４４３１００１） 主催　熊本県高等学校体育連盟　　熊本陸上競技協会

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
31日 １００ｍ 深川　恵充(2) 12.15 酒井　優香(2) 12.24 北川　愛菜(2) 12.45 福嶋　美幸(3) 12.45 田中　芹奈(3) 12.47 宮﨑　亜美香(1) 12.50 山下　歩花(1) 12.64 木村　綾香(2) 12.69

風:-1.4 八代東 熊本商 熊本学園大付 九州学院 九州学院 熊本必由館 九州学院 八代東
2日 ２００ｍ 北川　愛菜(2) 25.00 酒井　優香(2) 25.23 福嶋　美幸(3) 25.26 深川　恵充(2) 25.33 田中　芹奈(3) 25.52 山口　桃香(3) 26.08 上田　果奈(3) 26.33 宮﨑　亜美香(1) 29.26

風:+0.4 熊本学園大付 熊本商 九州学院 八代東 九州学院 八代東 熊本商 熊本必由館
30日 ４００ｍ 上田　果奈(3) 57.72 山口　桃香(3) 58.46 犬童　純怜(3) 58.50 西　香織(2) 59.49 西口　千尋(2) 59.71 有働　長子(1) 59.77 藤川　美優(3) 59.87 内田　彩花(2)  1:01.56

熊本商 八代東 熊本商 九州学院 九州学院 九州学院 熊本商 玉名女子
2日 ８００ｍ 犬童　純怜(3)  2:15.07 今村　菜々子(2)  2:15.94 西口　千尋(2)  2:16.81 西　香織(2)  2:17.49 磧　結里(1)  2:17.66 吉野　やよい(3)  2:17.95 嶋永　有紗(1)  2:18.80 若杉　夏希(2)  2:22.06

熊本商 文徳 九州学院 九州学院 ルーテル学院 開新 熊本信愛 鹿本
31日 １５００ｍ 古川　夏海(2)  4:36.36 中川　京香(2)  4:36.68 今村　菜々子(2)  4:37.52 秋山　祐妃(1)  4:38.09 坂本　由衣(3)  4:38.65 浦田　美和(3)  4:38.74 高野　鈴菜(2)  4:41.37 吉野　やよい(3)  4:46.82

有明 熊本信愛 文徳 熊本信愛 ルーテル学院 ルーテル学院 有明 開新
2日 ３０００ｍ 中川　京香(2)  9:33.03 古川　夏海(2)  9:38.14 飯沼　みのり(2)  9:41.99 坂本　由衣(3)  9:43.12 高野　鈴菜(2)  9:52.27 井手尾　茉鈴(2)  9:52.76 案浦　鈴香(2)  9:58.62 田口　真琴(3) 10:02.77

熊本信愛 有明 有明 ルーテル学院 有明 熊本信愛 文徳 文徳
2日 １００ｍＨ 濵岡　史奈(1) 14.90 沢田　玲香(3) 15.24 髙野　早紀(3) 15.31 肥田　鈴蘭(1) 15.86 松下　菜留美(2) 16.32 小林　麻那(3) 16.61 高鷹　瑞希(2) 17.44 古閑　加奈絵(3) 17.45

風:-1.6 九州学院 九州学院 熊本商 八代 熊本中央 八代 大津 九州学院
31日 ４００ｍＨ 宮崎　日向乃(3)  1:06.95 大野　紗由稀(3)  1:07.74 光神　美咲(3)  1:08.50 髙山　涼香(3)  1:09.02 坂口　舞(2)  1:09.05 中川　桃華(2)  1:09.07 吉永　寧々(3)  1:09.37 小林　麻那(3)  1:13.44

済々黌 東海大星翔 大津 尚絅 熊本商 八代 宇土 八代
31日 ５０００ｍＷ 石橋　奈津美(3) 25:33.80 井上　彩花(3) 27:24.96 小林　琴美(2) 29:08.08 倉原　未波(2) 29:32.66 平田　奈々(1) 41:02.91

熊本中央 NGR 熊本工 真和 第二 熊本商
31日 ４×１００ｍ 九州学院 47.14 八代東 47.23 熊本商 48.75 熊本中央 49.48 天草 49.62 八代 50.25 済々黌 50.74 鹿本 51.13

   山下　歩花(1)    木村　綾香(2)    上田　果奈(3)    佐藤　杏奈(3)    戸田　美空(2)    吉川　彩那(3)    野口　真未(3)    本多　千明(2)
   福嶋　美幸(3)    有働　陽奈子(1)    酒井　優香(2)    宮本　みずき(2)    宮下　史圭(2)    豊田　楓(3)    本田　みのり(2)    久家　郁香(2)
   沢田　玲香(3)    山口　桃香(3)    松川　亜紅(3)    永田　智波(2)    梶原　由絵(3)    坂口　由紀子(3)    外村　愛梨(3)    船津　ゆかり(2)

   田中　芹奈(3)    深川　恵充(2)    藤川　美優(3)    大坪　京加(3)    髙山　真里奈(3)    吉岡　萌(3)    梶原　紫織(2)    西本　早希(1)
2日 ４×４００ｍ 九州学院  3:54.38 熊本商  3:55.90 済々黌  4:05.47 第一  4:07.74 熊本中央  4:08.31 宇土  4:08.82 天草  4:10.35 八代  4:10.57

   西　香織(2)    坂口　舞(2)    中嶋　優衣(2)    古市　結子(2)    佐藤　杏奈(3)    吉永　寧々(3)    戸田　美空(2)    吉川　彩那(3)
   西口　千尋(2)    上田　果奈(3)    本田　みのり(2)    一山　結以(3)    永田　智波(2)    佐藤　優衣(2)    宮下　史圭(2)    吉岡　萌(3)
   田中　芹奈(3)    藤川　美優(3)    梶原　紫織(2)    北野　有(3)    重富　梨央(2)    船田　利恵(3)    髙山　真里奈(3)    坂口　由紀子(3)

   福嶋　美幸(3)    犬童　純怜(3)    宮崎　日向乃(3)    石村　澪奈(3)    大坪　京加(3)    滝川　愛月(3)    梶原　由絵(3)    豊田　楓(3)
2日 走高跳 橋本　愛佳(3) 1m64 中村　香南子(2) 1m61 髙　奈津美(3) 1m61 涌田　鈴音(1) 1m55 中島　渚(2) 1m50 城戸　和(3) 1m40 寺本　綾香(2) 1m40

熊本商 秀岳館 開新 八代東 開新 玉名女子 八代工
30日 走幅跳 六嘉　茜李(1)   5m50 髙野　早紀(3)   5m45 沢田　玲香(3)   5m37 野口　真未(3)   5m27 宮下　史圭(2)   5m08 本田　みのり(2)   4m92 松村　涼子(3)   4m83 岡部　聖(3)   4m76

熊本必由館 +0.4 熊本商 +0.4 九州学院 0.0 済々黌  0.0 天草 +0.3 済々黌 0.0 八代東  0.0 熊本商 -0.6
31日 砲丸投 甲斐　利枝(2)  11m43 今村　瑞穂(2)  10m63 牧　依里香(2)  10m52 澤田　佳代(1)   9m92 橋本　佳耶(3)   9m61 岡村　美希(3)   9m53 長島　心(3)   9m20 若木　美咲(2)   8m94

熊本国府 熊本西 八代工 熊本国府 熊本工 八代工 苓明 秀岳館
1日 円盤投 甲斐　利枝(2)  35m33 馬田　菜穂(3)  30m05 田口　莉加(3)  28m37 大西　里奈(3)  28m13 大西　乃亜(2)  28m00 澤田　佳代(1)  27m20 牧　依里香(2)  26m52 今村　瑞穂(2)  26m48

熊本国府 牛深 八代工 河浦 河浦 熊本国府 八代工 熊本西
30日 やり投 今村　瑞穂(2)  48m42 瓜山　愛吏加(3)  38m17 堀田　葉月(1)  36m97 若木　美咲(2)  36m71 大林　美晴(3)  36m49 佐澤　晴菜(3)  35m35 山本　栞奈(2)  35m16 橋本　佳耶(3)  32m62

熊本西 NKR NGR　 翔陽 熊本西 秀岳館 第一 第二 熊本西 熊本工
1日 ７種総合得点 髙野　早紀(3)  4488 堀田　葉月(1)  3833 橋本　佳耶(3)  3720 柴田　美和(2)  3714 高鷹　瑞希(2)  3333 岡部　聖(3)  3313 涌田　鈴音(1)  3139 樹本　真優(2)  2936

熊本商 熊本西 熊本工 九州学院 大津 熊本商 八代東 八代
100mH-HJ-SP 14.96(-0.0)-1.54-9.29 16.38(-0.0)-1.40-9.5016.48(+0.8)-1.54-9.18 16.38(-0.0)-1.40-9.50 17.00(-0.1)-1.30-8.90 17.09(-0.1)-1.40-5.61 17.08(+0.8)-1.35-7.44 19.72(+0.8)-1.51-6.53 19.01(-0.0)-1.35-6.79

200m-LJ 26.71(+0.1)-5.37(-0.4) 30.62(+0.1)-4.35(-0.3)28.72(+0.1)-4.48(-0.2) 30.62(+0.1)-4.35(-0.3) 27.39(+0.1)-4.71(-0.2) 27.63(+0.1)-4.71(+0.0) 28.57(+0.1)-4.54(-0.4) 28.50(-1.7)-4.62(-0.4) 29.28(-1.0)-4.27(-0.5)
JT-800m 32.87-2:40.93 35.50-2:35.0740.91-2:46.05 35.50-2:35.07 26.18-2:30.65 13.36-2:31.14 24.68-2:46.39 21.58-2:45.88 18.42-2:37.68
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第67回熊本県高等学校陸上競技対校選手権大会 審判長（総括：千々岩　繁）
トラック：和田　豊重
跳　　躍：宮崎　靖久
投　　擲：安永　卓仁
混　　成：原田　恭宏
記録主任：宮崎　信一

トラック 九州学院 47 点 熊本商 43 点 八代東 20 点 有明 17 点 熊本信愛 15 点 熊本中央 13 点

フィールド 熊本国府 16 点 熊本西 15 点 熊本商 11 点 八代工 9 点 秀岳館 8 点 熊本必由館 6 点

混成 熊本商 7 点 熊本西 5 点 熊本工 4 点 九州学院 3 点 大津 2 点 点

総合 熊本商 61 点 九州学院 54 点 八代東 23 点 熊本西 20 点 有明 17 点 熊本国府 16 点

対抗得点（女子）
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