
2016年金栗記念選抜陸上中・長距離熊本大会決勝記録一覧 場所：熊本県民運動公園陸上競技場(DB:431020) 審判長：千々岩　繁

期日：平成28年4月2日（土） 記録主任：宮崎　信一

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
８００ｍ 山本　莉玖(4)  2:46.65 黒木　楓聖(4)  2:53.53 井形　麗矢(4)  2:53.90 松﨑　陽介(4)  2:55.55 永井　博章(4)  2:55.65 村上　広大(3)  2:58.59 田川　雄大(4)  3:02.89 川上　陽大(4)  3:02.95

（小学4年以下）熊　本･ALL八代 熊　本･アスリートワーク 熊　本･荒尾ＪＡＣ　 熊　本･芦北トレジャー 福　岡･立石ランナーズ 熊　本･アスリートワーク 熊　本･不知火ＪＲＣ 福　岡･立石ランナーズ
１０００ｍ 谷本　樹(6)  3:10.04 吉田　賢亮(6)  3:13.64 立石　琥治郎(6)  3:18.91 中垣　陸(6)  3:19.63 山下　泰生(6)  3:20.01 嶋田　蓮太郎(6)  3:22.83 浦川　栞伍(5)  3:23.31 東　颯馬(6)  3:23.50
（小学5･6年） 熊　本･ALL八代 福　岡･立石ランナーズ 福　岡･立石ランナーズ 福　岡･立石ランナーズ 熊　本･本渡南クラブ 熊　本･代陽小 熊　本･K.WINGS.AC 熊　本･荒尾ＪＡＣ　
３０００ｍ 石田　洸介(2)  8:54.32 村田　航輝(3)  8:57.57 内田　征冶(3)  9:04.21 黒髪　悠太郎(3)  9:05.25 東原　愛斗(3)  9:06.70 佐々木　亮輔(3)  9:12.10 原田　明都夢(3)  9:18.07 井上　拓優(2)  9:18.28
（中学生） 福　岡･浅川中 福　岡･福岡城南中 熊　本･鶴城中 福　岡･福岡ＪＲＣ 熊　本･鶴城中 福　岡･壱岐中 熊　本･水俣第一中 熊　本･五和中
５０００ｍ 西山　和弥(3) 14:35.03 伊東　颯汰(3) 14:35.57 千明　龍之佑(2) 14:36.63 米田　智哉(3) 14:37.59 小野　知大(2) 14:38.16 神林　勇太(3) 14:39.30 吉村　晃世(3) 14:39.95 田上　建(3) 14:40.02
（高校生） 群　馬･農大二高 大　分･大分東明高 群　馬･農大二高 大　阪･大阪 大　分･鶴﨑工高 熊　本･九州学院高 宮　崎･小林高 熊　本･九州学院高
１５００ｍ Ronald　Kwemoi  3:35.77 戸田　雅稀  3:40.82 楠　康成  3:43.73 服部　弾馬  3:46.89 岡﨑　達郎  3:47.65 神谷　天地(3)  3:47.91 中川　智春  3:48.19 西澤　佳洋  3:48.93
（一般） 東　京･日清食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ 茨　城･小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 埼　玉･東洋大 大　阪･大阪ガス 兵　庫･関西学院大学 愛  知･トーエネック 茨　城･小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

５０００ｍ ジェームス　ムワンギ 13:13.93 RODGERSCHUMO　KWEMOI 13:18.98 Wiliam　Malel 13:19.89 Paul　Tanui 13:20.77 alexander　mutiso 13:21.90 MAMIYO　NUGUSE 13:24.93 Charles　Ndungu 13:25.32 TERESA　NYAKOLA 13:25.72
（一般） 三  重･NTN 愛  知･愛三工業 埼　玉･Honda 福　岡･九電工 山　形･NDソフト 福　岡･安川電機 茨　城･小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 広　島･マツダ

４×１００ｍ 八千把小陸上部 56.76 熊本ＪＡＣ 57.23 太田郷小 59.02 チーム武蔵  1:03.37 松高陸上クラブ  1:09.75
（小学生）    小島　滉起(6)    紙屋　勝仁(6)    坂中　朝葉(6)    立山　真圭(6)    岩田　倫尚(6)

   桑原　楽(6)    吉野　颯人(6)    森田　一成(6)    野中　遼太(6)    梅田　大地(5)
   村上　寛幸(6)    松葉　駿(6)    橋口　恭吾(6)    堺　大心(6)    下松谷　陸(5)
   上村　蒼月(6)    大石　竜空(6)    上蔀　翔太(6)    井　彰啓(6)    坂本　悠太(5)

４×6００ｍ 立石ランナーズ  8:23.98 ＫＵＲＳ  8:54.94 菊池アスリートクラブ  9:02.46 チーム武蔵  9:52.21
（小学生）    吉田　賢亮(6)    加藤　大智(6)    北原　大雅(6)    堺　大心(6)

   立石　琥治郎(6)    島﨑　諒雅(6)    加茂野　竜之介(5)    立山　真圭(6)
   中垣　陸(6)    野田　浩太郎(6)    中村　帆稀(6)    井　彰啓(6)
   大屋　隆太(5)    入田　勝稔(6)    岩木　陽大(6)    田中　力駈(5)

４×１００ｍ あさぎり中 46.49 山鹿中 46.78 出水中 47.21 西合志南中 48.29 腹栄中 48.56 八代二中 48.58 山江中 48.59 不知火中 49.07
（中学生）    吉武　駿陛(3)    横手　大翔(2)    松岡　朔生(3)    古市　翔大(2)    田上　詩音(3)    米　隼平(3)    犬童　宏明(2)    外田　悠聖(2)

   那須　千晴(3)    井上　侑樹(3)    徳永　正史(3)    石川　泰盛(2)    西尾　貴晃(3)    足立　駿斗(3)    立山　結稀(2)    瀨戸　良太(2)
   若山　一毅(3)    豊田　貴大(3)    山田　紘義(3)    中村　航大(3)    池田　翔太(3)    百田　侑弘(2)    緒方　健太郎(2)    古原　巧巳(2)
   山名　英寿(3)    渕上　夏旺(3)    田邉　泰良(3)    猿楽　楓樹(3)    日下部　晴人(3)    吉岡　直哉(3)    落合　陽介(1)    田中　克英(2)

４×１００ｍ 九州学院高 41.71 熊本中央高 42.08 八代高 42.19 多良木高 43.45 天草工業高 43.53 鹿本高 43.98 人吉高 44.64 熊本学園大付高 44.65
（高校生）    萬壽　洸樹(3)    日髙　修杜(1)    宮永　凌汰(3)    町田　悠貴(3)    山﨑　大地(2)    竹下　知志(2)    藤原　辰朗(2)    西田　航希(2)

   德本　優太(3)    柴田　祥志(1)    安永　尚斗(3)    三浦　恵史(2)    河内　仁志(3)    山口　卓哉(3)    越替　崚(2)    奈須　綾佑(2)
   中村　須晴(2)    杉本　龍哉(2)    坂本　浩二(2)    東　尚輝(3)    岩﨑　由希也(3)    境　浩佑(2)    松尾　誠也(3)    本間　大晟(2)
   齊藤　勇真(3)    瀬川　湧馬(2)    幸村　康平(3)    永石　千聖(2)    尾下　雄真(2)    櫨川　直希(2)    沢田　啓人(3)    坂田　虎太郎(2)

８００ｍ 齊藤　里沙(4)  2:49.54 長　涼葉(4)  2:49.79 上田　朋花(4)  2:49.88 吉田　葵唯(3)  2:51.07 上村　怜未(4)  2:53.20 田原　璃来(3)  2:54.57 白山　雅加里(4)  2:57.44 伊藤　友優(4)  2:57.68
（小学4年以下）熊　本･小国ＪＲＣ 福　岡･志免町陸友会 熊　本･熊本東陸上 福　岡･立石ランナーズ 熊　本･ＫＵＲＳ 福　岡･立石ランナーズ 福　岡･那珂川ジュニア 福　岡･那珂川ジュニア

１０００ｍ 松本　明莉(6)  3:05.93 溝上　加菜(6)  3:11.49 上村　愛香(6)  3:24.70 平田　真都(6)  3:26.49 松野　藍霞(5)  3:26.50 前田　琳香(6)  3:27.46 中村　夏野(6)  3:33.29 伊藤　純茄(6)  3:33.81
（小学5･6年） 大　分･田尻小 NGR 熊　本･ﾄﾞﾘｰﾑみなまたNGR 熊　本･ＫＵＲＳ 鹿児島･隼人ジュニア陸上 熊　本･豊岡ﾗﾝｲﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 熊　本･荒尾ＪＡＣ　 熊　本･ドリームみなまた 福　岡･那珂川ジュニア
１５００ｍ 堤　好伽(3)  4:39.74 藤岡　加梨(2)  4:40.84 濵添　麻那(3)  4:41.58 石本　真歩(3)  4:46.07 白石　理子(3)  4:46.73 奥田　あゆ(3)  4:47.34 栗原　泉(3)  4:48.64 福山　詩織(3)  4:50.51
（中学生） 熊　本･山鹿中 福　岡･浅川中 長　崎･長崎琴海中 長　崎･長崎琴海中 熊　本･鶴城中 熊　本･本渡中 熊　本･湯前中 熊　本･津奈木中
３０００ｍ 花田　咲絵(3)  9:08.51 矢田　みくに(2)  9:09.93 宮城　亜支亜(2)  9:22.24 御崎　舞(2)  9:23.73 森　磨皓  9:26.66 中島　愛華(3)  9:35.19 下田平　渚(3)  9:36.82 川路　芽生(3)  9:37.26
（高校生） 福　岡･筑紫女学園高 NGR 熊　本･ﾙｰﾃﾙ学院  NGR 大　分･大分東明高 福　岡･筑紫女学園高 熊　本･有明高 鹿児島･神村学園高等部 宮　崎･小林高 鹿児島･樟南高
１５００ｍ 岡田　芽  4:25.38 田中　希実(2)  4:26.69 後藤　夢(2)  4:26.95 上田　未奈  4:27.23 太田　麻衣(2)  4:27.50 小山　香子  4:27.73 新井　沙紀枝(4)  4:28.84 福田　妃加里  4:30.18
（一般） 北海道･ホクレン 兵　庫･西脇工高 兵　庫･西脇工高 千　葉･城西大 兵　庫･須磨学園高 千　葉･千葉陸協 山　口･大阪学院大 熊　本･肥後銀行

５０００ｍ アン　カリンジ 15:32.80 田中　華絵 15:48.74 林田　みさき 15:49.42 野田　沙織 15:53.04 小泉　直子 15:53.98 足立　由真 15:55.95 野添　佑莉 15:57.41 田口　理沙 15:58.42
（一般） 愛  知･豊田自動織機 東　京･第一生命 愛  知･豊田自動織機 東　京･三井住友海上 三  重･デンソー 鹿児島･京セラ 東　京･三井住友海上 東　京･ルートイン

４×１００ｍ 太田郷小 57.00 八千把小陸上部 57.46 芦北トレジャー 58.57 アスリートワーク 58.74 岡原小クラブ  1:00.48 熊本ＪＡＣ  1:01.73 松高陸上クラブ  1:01.84 長洲JRC  1:03.02
（小学生）    吉田　奈菜    渕上　真凜(6)    山野　響(6)    山下　奈々(6)    深松　京香(6)    木山　優菜(6)    福山　茉莉(6)    荒木　心音(5)

   長尾　真歩    反頭　思音(6)    工木　ひなた(6)    矢田　愛依(6)    別府　真希(6)    吉田　琴音(6)    木下　結衣(6)    徳永　夏穂(6)
   遠山　美陽    山下　恋(6)    桑下　倫華(6)    工藤　璃乃(6)    久我　恵未(6)    吉瀬　花(5)    角田　若葉(5)    平田　彩羽(6)
   福田　愛佳    永松　南美(5)    松﨑　陽向(6)    宮本　詩穏(6)    中神　智花(6)    木村　光希(6)    森下　愛弓(5)    田川　華妃(6)

４×6００ｍ 荒尾ＪＡＣ　  8:45.12 倉岳クラブ  9:02.01 岡原小クラブ  9:32.73 チーム武蔵 10:50.85
（小学生）    前田　琳香(6)    池田　帆華(5)    中神　智花(6)    榎田　理彩(6)

   一森　真緒(5)    平　弥生(5)    久我　恵未(6)    﨑代　瑚心(5)
   前田　彩花(5)    堀川　静来(5)    深松　京香(6)    竹下　咲良(6)
   桂川　蓮希(5)    笠松　友夏(5)    別府　真希(6)    木村　美亜(5)

４×１００ｍ 八代二中 50.94 帯山中 52.47 本渡中 52.67 錦ヶ丘中 52.91 あさぎり中 53.40 県立八代中 54.54 菊池南中 54.59 鶴城中 64.93
（中学生）    泉　陽奈子(2)    寺澤　莉良(2)    芹川　佳弥(2)    松本　梨沙(2)    尾方　夢夏(2)    髙橋　凛香(3)    内田　凛(2)    後藤　安希子(2)

   山本　幸葵(3)    穴井　恵里子(3)    松江　優衣(1)    宮澤　瑠奈(2)    別府　理保(2)    中山　結衣(3)    堀井　美沙(3)    金田　南(2)
   平野　莉彩(3)    八重　美桜(3)    川端　あゆみ(2)    免出　瑞希(3)    福田　あかり(3)    安永　莉帆(2)    赤星　茉咲(2)    奥村　舞(2)
   岩本　晏奈(3)    村田　倫子(2)    樫山　妃和(1)    上村　眞梨恵(3)    木村　梨花(3)    今村　美也子(3)    赤星　優月(2)    野中　萌(2)

４×１００ｍ 九州学院高 49.10 八代東高 49.50 人吉高 49.93 必由館高 49.98 熊本中央高 50.13 大津高 50.99 八代高 51.09 熊本商 51.87
（高校生）    別府　明佳(1)    成松　愛理(2)    黒木　未亜(3)    安達　さやか(2)    樫山　沙也叶(1)    米田　ヒカル(2)    淵上　璃子(2)    山崎　遥香(3)

   有働　長子(2)    有働　陽奈子(3)    蓑毛　明日香(3)    宮﨑　亜美香(2)    加藤　みなみ(1)    上田　寿里(2)    満井　茜(3)    菊池　美葉瑠(2)
   濵岡　史奈(2)    涌田　鈴音(3)    岡田　茉優(2)    六嘉　茜李(2)    野田　永里愛(1)    三石　佳奈(3)    肥田　愛蘭(2)    山口　鈴(2)
   山村　七海(2)    中村　梨音(1)    大西　菜月(2)    河津　美里(2)    池田　萌華(1)    金子　奈美(3)    肥田　鈴蘭(3)    宇都宮　紗侑(3)
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