
兼南九州大会県予選 場所：熊本県民総合運動公園陸上競技場
総合結果 期日：令和4年6月3日～6月6日
（試合コード：２２４３１００１） 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
4日 １００ｍ 井﨑　界璃(3) 10.96 岩﨑　巧真(2) 11.09 春木　宏亮(3) 11.12 木下　隆馬(3) 11.14 野田　浩太郎(3) 11.14 塩平　健太(2) 11.15 赤木　要太(3) 11.20 小林　海雲(3) 11.22

風:-2.1 小川工 水俣 熊本国府 人吉 熊本西 水俣 熊本国府 熊本工
6日 ２００ｍ 井﨑　界璃(3) 21.88 浦島　大晟(3) 21.92 中川　万慈(2) 22.03 渡邊　悠斗(3) 22.04 中山　翔奈斗(3) 22.05 西川　誠人(3) 22.37 小川　竜弥(3) 22.44 糸瀬　颯雅(3) 22.53

風:+1.0 小川工 熊本工 熊本国府 東海星翔 済々黌 東海星翔 牛深 水俣
3日 ４００ｍ 中山　翔奈斗(3) 48.80 古庄　優斗(2) 49.75 小野　永主和(3) 50.01 原田　泰佑(3) 50.89 仁尾　勇希(3) 51.13 岡村　太陽(1) 51.22 安尾　龍騎(3) 52.44 東　侑成(3) 55.42

済々黌 熊本工 第二 熊本工 東海大星翔 熊本工 小川工 済々黌
6日 ８００ｍ 古庄　優斗(2)  1:51.64 嶋田　啓希(3)  1:52.74 長谷川　軍治(3)  1:52.81 岩根　正悟(2)  1:53.06 菊永　翔太(2)  1:53.12 矢島　璃空(3)  1:53.64 松村　浩希(3)  1:56.55 前田　尚幸(3)  1:58.31

熊本工 NGR 熊本学園大付 九州学院 九州学院 第二 小川工業 済々黌 開新
3日 １５００ｍ マイナ　ダンカンガツクミ(2)  3:49.26 楠岡　由浩(3)  3:52.00 長谷川　軍治(3)  3:52.48 久保田　匠(3)  3:53.95 田中　楓人(2)  3:54.03 正岡　優翔(2)  3:54.11 椙山　一颯(1)  3:56.76 藤吉　一誠(3)  3:58.46

専大玉名 NGR 慶誠 NGR 九州学院 第二 熊本工 熊本工 九州学院 熊本工
4日 ５０００ｍ マイナ　ダンカンガツクミ(2) 14:11.79 楠岡　由浩(3) 14:24.98 荒牧　琢登(3) 14:30.21 久保田　匠(3) 14:35.64 植田　圭祐(1) 14:37.55 永本　脩(3) 14:42.09 田川　寛大(3) 14:45.85 田中　楓人(2) 15:00.88

専大玉名 慶誠 開新 第二 九州学院 九州学院 熊本工 熊本工
6日 １１０ｍＨ 田代　大河(3) 14.86 甲斐　快風(3) 14.94 西村　侑哉(1) 15.05 笠松　元気(1) 15.70 松本　蒼汰(3) 15.75 恒松　大輝(3) 16.09 牛嶋　誠人(2) 16.18

風:+0.5 済々黌 熊本工 熊本北 熊本工 水俣 人吉 熊本商
4日 ４００ｍＨ 甲斐　快風(3) 54.84 鈴木　翔大(2) 56.43 笠松　元気(1) 56.56 秋吉　謙史郎(3) 56.99 小野　瑞季(3) 57.55 恒松　大輝(3) 57.61 中熊　一晴(2) 57.78 梁池　恵太郎(3) 59.83

熊本工 第二 熊本工 鹿本 天草工 人吉 第二 熊本工
6日 ３０００ｍＳＣ 迫　紘太(2)  9:12.45 池邊　康太郎(3)  9:19.87 水本　遼(2)  9:29.90 黒肥地　健琉(2)  9:30.24 上野　叶和(3)  9:30.67 桶田　一翔(2)  9:31.46 佐藤　我駆人(2)  9:33.23 杉田　陸飛(2)  9:42.70

九州学院 熊本工 慶誠 開新 八代東 熊本工 九州学院 開新
4日 ５０００ｍＷ 工藤　琢斗(3) 24:36.50 楠岡　史朗(1) 25:20.65 加藤　太一(2) 25:54.81 羽多野　吏(2) 26:46.57 吉永　侑介(3) 26:47.29

慶誠 慶誠 城北 慶誠 第二
4日 ４×１００ｍ 熊本国府 41.41 熊本工 41.79 東海大星翔 42.06 小川工 42.15 水俣 42.35 済々黌 42.87 熊本西 42.92 球磨工 43.04

   宮田　鉄平(1)    内田　啓太(1)    渡邊　悠斗(3)    安尾　龍騎(3)    岩﨑　巧真(2)    田代　大河(3)    杉山　丈一郎(3)    村山　龍雅(3)
   中川　万慈(2)    黒木　楓聖(1)    市原　遼汰(2)    井﨑　界璃(3)    塩平　健太(2)    東　侑成(3)    野田　浩太郎(3)    山本　恭也(3)
   赤木　要太(3)    浦島　大晟(3)    西川　誠人(3)    遠山　顕人(3)    糸瀬　颯雅(3)    永田　裕誠(2)    澤田　彪(2)    東　亜悠輝(1)
   春木　宏亮(3)    北原　大雅(3)    前田　煌太(2)    堀井　竜成(1)    松本　蒼汰(3)    中山　翔奈斗(3)    興梠　優哉(2)    黒木　海音(2)

6日 ４×４００ｍ 熊本工  3:17.62 済々黌  3:21.07 第二  3:22.96 熊本西  3:23.69 熊本国府  3:24.06 鹿本  3:24.57 東海大星翔  3:25.84 水俣  3:31.11
   原田　泰佑(3)    田代　大河(3)    中熊　一晴(2)    杉山　丈一郎(3)    春木　達裕(1)    社方　貫路(2)    中山　翔(3)    塩平　健太(2)
   浦島　大晟(3)    中山　翔奈斗(3)    鈴木　翔大(2)    興梠　優哉(2)    中川　万慈(2)    松尾　拓実(2)    市原　遼汰(2)    糸瀬　颯雅(3)
   甲斐　快風(3)    松村　俊希(3)    菊永　翔太(2)    澤田　彪(2)    赤木　要太(3)    北岡　京也(3)    西川　誠人(3)    岩﨑　巧真(2)
   北原　大雅(3)    東　侑成(3)    小野　永主和(3)    野田　浩太郎(3)    春木　宏亮(3)    秋吉　謙史郎(3)    仁尾　勇希(3)    元村　蒼士(3)

3日 走高跳 杉山　丈一郎(3) 1m95 西山　貴信(3) 1m85 上村　海晴(2) 1m85 日隈　遥大(3) 1m80 竹内　大和(1) 1m75 髙田　浩矢(2) 1m75 馬場　颯汰(1) 1m75 寺川龍次(1)水俣 1m65
熊本西 熊本工 熊本中央 宇土 熊本工 秀岳館 済々黌 田中一歩(3)上天草

4日 棒高跳 出﨑　太朗(3) 4m20 積　達貴(2) 4m00 川嶋　宥喜(3) 4m00 小川　竜弥(3) 3m00 岩田　利虎(1) 3m00
鹿本 阿蘇中央 阿蘇中央 牛深 東海大星翔

5日 走幅跳 上村　蒼月(2)   6m97 北原　大雅(3)   6m97 市村　翼(3)   6m85 塩平　健太(2)   6m56 千原　優星(3)   6m44 石坂　栄浩(3)   6m33 中山　凌輔(3)   6m30 北原　雅斗(1)   6m12
八代 +0.4 熊本工 +1.6 熊本国府 0.0 水俣 -0.7 小国 +1.0 玉名工 +0.6 人吉 -0.8 熊本工 +0.5

6日 三段跳 北原　大雅(3)  14m11 錦戸　拓郎(2)  13m28 益田　叡一(2)  13m05 石坂　栄浩(3)  12m92 河野　翔太(3)  12m91 久保田　流輝(2)  12m68 毛利　喬(1)  12m65 日隈　遥大(3)  12m31
熊本工業 -0.3 天草 +1.8 宇土 +1.5 玉名工 +0.5 熊本中央 -0.2 熊本中央 +1.0 天草 +0.1 宇土 +1.4

3日 砲丸投 水野　敬翔(3)  15m54 岩永　大輝(2)  13m33 中野　太樹(2)  13m13 岩下　大地(3)  12m35 田中　士生良(1)  11m98 勝山　翔太郎(3)  11m26 平井　颯人(1)  10m78 村山　健翔(1)  10m67
熊本西 熊本国府 熊本西 八代工 熊本工 人吉 ひのくに高等 球磨工

5日 円盤投 水野　敬翔(3)  42m19 岩永　大輝(2)  34m43 村山　健翔(1)  33m91 有働　一靖(3)  31m63 岩下　大地(3)  31m17 小橋　佳直(3)  30m62 勝山　翔太郎(3)  28m76 柏木　啓太(2)  28m07
熊本西 熊本国府 球磨工 八代工 八代工 熊本西 人吉 八代

6日 ハンマー投 水野　敬翔(3)  51m74 有働　一靖(3)  45m32 岩永　大輝(2)  40m73 坂本　翔英(2)  39m31 穐岡　大陸(3)  38m58 山内　優(2)  37m74 堤　勇真(3)  36m81 穴見　悠翔(2)  36m21
熊本西 八代工 熊本国府 城北 南稜 熊本西 専大玉名 城北

4日 やり投 積　洸誠(3)  51m83 木葉　達也(2)  49m75 永野　煌汰(3)  49m04 遠山　湊斗(2)  49m03 那須　葉介(1)  48m77 松本　蒼汰(3)  48m59 木村　歩佑夢(2)  47m48 中川　浩明(3)  43m41
阿蘇中央 玉名工 鹿本 水俣 人吉 水俣 熊本中央 高森

3日 ８種競技 杉山　丈一郎(3)  5129 西山　貴信(3)  5051 牛嶋　誠人(2)  4893 小川　竜弥(3)  4681 上村　海晴(2)  3969 岩木　陽大(3)  3809 加藤　優翔(3)  3778 園田　悠太(3)  3372
熊本西 熊本工 熊本商 牛深 熊本中央 熊本工 玉名 阿蘇中央

100-LJ-SP

400-110h-JT

HJ-1500

ＮＧＲ・・大会新記録

第７5回熊本県高等学校陸上競技対校選手権大会 審判長
トラック：池田　祐一
スタート：杉本　　誠
跳　　躍：笠原　裕之
投　　擲：境　　祥子
混　　成：大城戸靖雄

11.56(+1.2)-6m40(+1.7)-10m78 11.24(+1.2)-6m34(+2.6)-8m02 11.86(+1.2)-6m35(+2.2)-10m72 11.11(+1.2)-6m68(+0.5)-7m86 12.17(+0.6)-5m98(+0.9)-7m31 12.01(+0.6)-5m92(+1.5)-7m26 11.58(+1.2)-6m32(+0.8)-6m27 12.64(+1.2)-5m18(+3.2)-8m50
54.14-21.17(+0.8)-25m79 59.05-19.02(-0.6)-29m12

1m92-5:48.54 1m86-4:49.33 1m59-4:51.85 1m62-4:47.42 1m77-4:49.06 1m45-4:58.74 1m53-4:57.68 1m45-5:08.37
52.18-15.84(-0.6)-41m94 50.59-15.79(-0.6)-34m86 53.55-16.11(-0.6)-49m29 50.41-18.98(-0.6)-37m36 59.45-19.64(+0.8)-37m56 55.46-18.93(+0.8)-32m16

総合 熊本工 84 点 熊本西 41 点 熊本国府 34 点 慶誠 28 点 第二 23 点 濟々黌 20 点

トラック 熊本工 58 点 慶誠 28 点 第二 23 点 濟々黌 20 点 九州学院 20 点 小川工 16 点

フィールド 熊本西 30 点 熊本工 20 点 熊本国府 18 点 阿蘇中央 15 点 八代工 13 点 鹿本 10 点

混成 熊本西 6 点 熊本工 6 点 熊本商 4 点 牛深 3 点 熊本中央 2 点

対抗得点（男子）

１位 ２位 ３位 ５位 ６位４位



兼南九州大会県予選 場所：熊本県民総合運動公園陸上競技場
総合結果 期日：令和4年6月3日～6月6日
（試合コード：２２４３１００１） 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
4日 １００ｍ 山形　愛羽(2) 12.18 鳥丸　沙葵(2) 12.43 脇﨑　葉月(3) 12.69 福岡　胡碧(1) 12.84 小山　栄美理(2) 12.85 瀬田　美咲(3) 12.86 蓑田　七海(1) 13.11 塚本　華帆(3) 13.17

風:-2.1 熊本中央 九州学院 済々黌 熊本工 九州学院 熊本国府 熊本工 鹿本
6日 ２００ｍ 山形　愛羽(2) 24.49 佐々木　葉月(3) 25.83 川内　ひかり(3) 26.11 小山　栄美理(2) 26.11 堀川　静来(2) 26.19 園井　結菜(2) 26.37 瀬田　美咲(3) 26.39 齊藤　里歩(3) 26.46

風:-0.1 熊本中央 熊本工業 九州学院 九州学院 熊本中央 熊本商業 熊本国府 水俣
3日 ４００ｍ 園井　結菜(2) 57.54 本田　捺子(3) 58.57 松本　祈星(2) 59.03 多賀　遥香(3) 59.92 米田　つばさ(3) 59.97 青木　菜摘(3)  1:00.41 工藤　涼葉(3)  1:00.70 佐々木　葉月(3)  1:01.59

熊本商 熊本信愛 熊本商 熊本商 熊本工 九州学院 熊本中央 熊本工
6日 ８００ｍ 前田　琳香(3)  2:16.44 角銅　菜々(1)  2:16.87 大場　瑞樹(2)  2:17.74 古木　愛莉(1)  2:18.24 榎本　こころ(3)  2:19.75 龍　玲衣奈(3)  2:19.81 馬場園　桃(1)  2:20.54 松山　美結(1)  2:29.13

熊本商 ルーテル学院 八代 ルーテル学院 熊本信愛 済々黌 東海大星翔 ルーテル学院
4日 １５００ｍ 溝上　加菜(3)  4:26.12 境田　百花(3)  4:30.10 木實　菜月(3)  4:30.67 深水　帆乃華(2)  4:31.77 西村　美月(3)  4:32.04 榎本　こころ(3)  4:32.09 桑下　倫華(3)  4:32.16 堀　愛菜(3)  4:35.45

ルーテル学院 千原台 東海大星翔 東海大星翔 千原台 熊本信愛 東海大星翔 玉名
5日 ３０００ｍ 溝上　加菜(3)  9:25.69 西村　美月(3)  9:31.65 平田　優月(3)  9:33.52 中村　日菜多(3)  9:39.44 境田　百花(3)  9:40.69 濵﨑　莉央(3)  9:41.07 木實　菜月(3)  9:48.16 堀　愛菜(3)  9:49.64

ルーテル学院 千原台 ルーテル学院 ルーテル学院 千原台 千原台 東海大星翔 玉名
6日 １００ｍＨ 鳥丸　沙葵(2) 14.27 野中　結衣(2) 15.29 宮本　詩穏(3) 15.30 太田　葵(1) 15.51 大川　奏(3) 15.56 今田　朱音(1) 15.60 樋口　愛実華(1) 16.41 園田　耀(3) 16.61

風: 0.0 九州学院 熊本工 熊本工 九州学院 水俣 熊本北 九州学院 阿蘇中央
4日 ４００ｍＨ 多賀　遥香(3)  1:02.20 宮本　詩穏(3)  1:03.09 三角　咲季(2)  1:04.30 米田　つばさ(3)  1:04.38 荒川　浬央(3)  1:05.81 山品　晴(2)  1:06.21 相澤　美沙希(3)  1:06.32 太田　葵(1)  1:07.93

熊本商 NGR 熊本工 熊本商 熊本工 済々黌 鹿本 熊本工 九州学院
4日 ５０００ｍＷ 西野　希咲(3) 24:36.86 中川　優心(3) 25:22.31 田中　麗佳(3) 28:12.95 橋本　亜依(3) 28:37.14 下田　咲希(2) 39:07.19

熊本商 尚絅 鹿本 東稜 熊本商
4日 ４×１００ｍ 熊本中央 48.30 九州学院 48.62 熊本商 49.27 済々黌 49.56 熊本工 49.65 水俣 50.21 人吉 50.57 鹿本 50.80

   大坂間　柚妃(2)    小山　栄美理(2)    吉瀬　花(2)    白石　花華(2)    野中　結衣(2)    大川　奏(3)    執柄　華梨(3)    高塚　百合香(2)

   一森　真緒(2)    鳥丸　沙葵(2)    髙口　彩乃(2)    脇﨑　葉月(3)    蓑田　七海(1)    齊藤　里歩(3)    西　葉月姫(3)    山品　晴(2)
   森　詩央里(3)    青木　菜摘(3)    園井　結菜(2)    荒川　浬央(3)    積　華望(1)    中松　樹里(3)    久保　穂乃香(3)    青木　華蓮(3)
   山形　愛羽(2)    吉村　千優(1)    永田　充希(2)    林田　七海(3)    福岡　胡碧(1)    田中　萌百(2)    久我　恵未(3)    塚本　華帆(3)

6日 ４×４００ｍ 熊本商  3:52.21 熊本中央  3:53.18 九州学院  3:54.48 熊本工  3:56.00 済々黌  3:58.51 熊本信愛  4:02.25 鹿本  4:02.47 八代  4:14.95
   多賀　遥香(3)    山形　愛羽(2)    青木　菜摘(3)    相澤　美沙希(3)    脇﨑　葉月(3)    本田　捺子(3)    青木　華蓮(3)    松﨑　陽向(3)
   松本　祈星(2)    工藤　涼葉(3)    鳥丸　沙葵(2)    佐々木　葉月(3)    荒川　浬央(3)    有働　結海(2)    塚本　華帆(3)    大場　瑞樹(2)
   前田　琳香(3)    大坂間　柚妃(2)    坂井　彩華(2)    米田　つばさ(3)    龍　玲衣奈(3)    奥村　千智(2)    高塚　百合香(2)    遠山　美陽(3)
   園井　結菜(2)    一森　真緒(2)    小山　栄美理(2)    宮本　詩穏(3)    林田　七海(3)    榎本　こころ(3)    山品　晴(2)    小田原　海里(3)

6日 走高跳 森　詩央里(3) 1m65 日隠　乃の果(3) 1m58 三浦　衣織(3) 1m50 同順：藤川　琉羽(1) 1m50 同順:原口　未菜美(1) 1m50 村中　桜子(3) 1m45 若木　紅里(3) 1m40
熊本中央 人吉 秀岳館 第二 鹿本 必由館 牛深

5日 棒高跳 志賀　日向子(1) 3m10 富永　結衣(1) 3m05 佐田　美羽音(3) 3m00 塚本　華帆(3) 2m80 江上　乃愛(2) 2m50 岩本　李子(3) 2m40 若木　紅里(3) 2m40
阿蘇中央 東海大星翔 阿蘇中央 鹿本 鹿本 翔陽 牛深

3日 走幅跳 本田　凜(3)   5m55 白石　花華(2)   5m54 一森　真緒(2)   5m48 髙口　彩乃(2)   5m43 堀川　静来(2)   5m22 高塚　百合香(2)   5m20 佐田　美羽音(3)   5m07 牛島　苺子(1)   5m06
熊本商 -0.1 済々黌 +2.7 熊本中央 +0.4 熊本商 +3.2 熊本中央 +1.3 鹿本 +0.8 阿蘇中央 +2.4 熊本中央 +0.5

4日 三段跳 本田　凜(3)  11m81 大川　奏(3)  11m10 中ノ森　美咲(3)  11m06 髙口　彩乃(2)  11m04 大川　一葉(3)  10m52 木代成　埜乃夏(2)  10m45 栗木　友莉華(3)  10m40 那須　日向子(1)  10m26
熊本商 -0.2 水俣 +0.8 熊本西 0.0 熊本商 +0.3 水俣 +1.5 熊本中央 +0.9 熊本商 +0.9 人吉 +0.6

4日 砲丸投 後迫　美鈴(2)   9m87 深町　涼菜(2)   9m67 飯田　華鈴(3)   9m17 林　礼夏(3)   9m04 牧本　麗華(3)   8m93 谷口　みなみ(2)   8m84 坂井　美月(3)   8m80 椎葉　七海(1)   7m88
牛深 専大玉名 熊本西 高森 小川工 熊本国府 鹿本 熊本国府

5日 円盤投 飯田　華鈴(3)  30m77 後迫　美鈴(2)  27m62 谷口　みなみ(2)  27m13 深町　涼菜(2)  27m10 中川　由比奈(2)  26m45 野中　美月(2)  26m37 江原　空歩(3)  26m03 清田　アカリ(3)  24m94
熊本西 牛深 熊本国府 専修大学玉名 城北 熊本西 八代工 熊本西

3日 やり投 飯田　華鈴(3)  45m88 上﨑　千尋(3)  37m31 野中　美月(2)  32m89 楢木　曖茄(2)  29m74 楠　千明(2)  29m03 前田　響希(3)  26m69 笠松　友夏(2)  26m34 渡邊　乃愛(1)  26m24
熊本西 松橋 熊本西 人吉 熊本西 専大玉名 熊本中央 専大玉名

6日 ハンマー投 五十嵐　暖華(3)  36m32 篠塚　千愛(2)  33m44 江原　空歩(3)  32m46 松本　葵(3)  31m38 坂井　美月(3)  30m78 袋田　真未(2)  28m35 後迫　美鈴(2)  26m52 恵口　乙希(2)  25m19
牛深 熊本西 八代工 必由館 鹿本 牛深 牛深 必由館

5日 ７種総合得点 笠松　友夏(2)  3482 永田　充希(2)  3432 河内　桃子(2)  3381 中ノ森　美咲(3)  3350 楠　千明(2)  3307 福山　茉里(3)  3057 木山　優菜(3)  2992 日隈　凜(1)  2814
熊本中央 熊本商 熊本商 熊本西 熊本西 熊本工 熊本中央 熊本工

100mH-HJ-SP 17.35(+0.0)-1m34-8m16 17.93(+0.0)-1m31-7m39 16.94(-0.7)-1m28-7m84 17.47(+0.0)-1m31-7m68 17.13(-0.7)-1m37-6m27 17.47(-0.7)-1m20-6m05 17.20(+0.0)-1m28-5m97 17.18(+0.0)-1m25-5m45
200m-LJ 27.70(-0.7)-4m67(-0.8) 27.09(-0.7)-4m65(-3.0) 27.55(-0.7)-4m55(-1.6) 28.95(-1.9)-5m04(-1.7) 28.94(-1.9)-4m61(-0.6) 30.20(-1.9)-4m50(+0.4) 27.95(-1.9)-4m03(-1.0) 28.34(-1.9)-4m13(-1.0)
JT-800m 19m34-2:32.61 25m14-2:37.52 20m59-2:38.36 25m25-2:47.18 28m99-2:48.02 24m72-2:33.13 14m81-2:38.22 14m97-2:46.16

ＮＧＲ・・大会新記録

第７5回熊本県高等学校陸上競技対校選手権大会 審判長
トラック：池田　祐一
スタート：杉本　　誠
跳　　躍：笠原　裕之
投　　擲：境　　祥子
混　　成：大城戸靖雄

総合 熊本商 75 点 熊本中央 44 点 熊本西 37 点 九州学院 33 点 熊本工 33 点 ルーテル 27 点

トラック 熊本商 48 点 九州学院 33 点 熊本工 32 点 ルーテル 27 点 熊本中央 25 点 千原台 15 点

フィールド 熊本西 32 点 牛深 18 点 熊本商 18 点 熊本中央 13 点 鹿本 10.5 点 阿蘇中央 10 点

混成 熊本商 9 点 熊本中央 6 点 熊本西 5 点 熊本工 1 点 点 点

５位 ６位１位 ２位 ３位 ４位

対抗得点（女子）


