
日本グランプリシリーズ 場所：熊本県民運動公園陸上競技場(DB:431020) 審判長：千々岩　繁

2019年金栗記念選抜陸上中・長距離熊本大会決勝記録一覧 期日：平成31年4月14日（日） 記録主任：西口　賢士

グランプリの部
種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１５００ｍ 松枝　博輝  3:44.46 清水　鐘平  3:45.53 楠　康成  3:45.95 戸田　雅稀  3:46.30 大竹　康平(3)  3:46.72 中村　信一郎  3:47.28 河村　一輝(4)  3:47.68 森谷　公亮(m1)  3:49.50
JPN･富士通 JPN･NDソフト JPN･阿見ＡＣ JPN･サンベルクス JPN･広島経済大 JPN･九電工 JPN･明治大 JPN･大教大

５０００ｍ ﾃｺﾞﾝ　ｷﾍﾞ　ﾋﾞﾝｾﾝﾄ(1) 13:30.51 ﾍﾞﾅｰﾄﾞ ｺｴﾁ 13:31.69 ﾛﾛｯﾄ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ 13:32.21 坂東　悠汰 13:32.59 ピーター　ランガット 13:33.13 ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ ﾑﾃｨｿ 13:34.63 ｼﾞｮｴﾙ　ﾑｧｩﾗ 13:34.70 相澤　晃(4) 13:34.94
ＫＥＮ･東京国際大 ＫＥＮ･九電工 ＫＥＮ･SUBARU JPN･富士通 ＫＥＮ･SGHグループ ＫＥＮ･NDソフト ＫＥＮ･黒崎播磨 JPN･東洋大

１５００ｍ 卜部　蘭  4:21.96 田中　希実  4:22.25 陣内　綾子  4:22.82 飯野　摩耶  4:23.22 廣中　璃梨佳  4:23.58 高松　智美　ムセンビ  4:26.32 和田　有菜  4:26.72 日隈　彩美(4)  4:27.51
JPN･NIKE TOKYO TC JPN･豊田自動織機TC JPN･九電工 JPN･埼玉医科大学グループJPN･JP日本郵政G JPN･名城大 JPN･名城大 JPN･鹿屋体育大

５０００ｍ ﾒﾘｯｻ　ﾀﾞﾝｶﾝ 15:20.88 ｶﾑﾙﾊﾟｳﾘﾝ･ｶﾍﾞｹ 15:42.34 木村　友香 15:48.27 矢野　栞理 15:52.90 ｾﾞｲﾄﾅ･ﾌｰｻﾝ 15:57.23 篠塚　麻衣 15:59.41 荘司　麻衣 16:00.23 籔下　明音 16:02.17
ＡＵＳ･資生堂 ＫＥＮ･ルートイン JPN･資生堂 JPN･キャノンＡＣ九州 ＥＴＨ･デンソー JPN･ユニバーサル JPN･デンソー JPN･豊田自動織機

高校・中学・小学校部門
種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

８００ｍ 坂本　智哉(4)  2:40.61 仁井本　翔馬(4)  2:42.89 髙田　大翔(4)  2:45.06 高橋　凛太朗(4)  2:45.48 中川　惺夢(4)  2:48.15 荒木　琉偉(4)  2:50.79 山田　拓弥(4)  2:51.55 有田　陽生(4)  2:56.80
（小学4年以下）熊　本･豊岡ＲＣ 熊　本･Maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 鹿児島･蒲生スピードランナー熊　本･クラブおおづ 熊　本･人吉ジュニア 熊　本･FORMULA　K 福　岡･宮ノ陣AC 福　岡･本城陸上クラブ

１０００ｍ 北島　康生(6)  3:07.18 吉田　僚真(6)  3:07.19 高田　颯汰(6)  3:08.24 髙倉　瑛翔(5)  3:11.16 平野　遥斗(6)  3:12.37 村上　広大(6)  3:14.62 有田　空矢(6)  3:14.77 川副　剛煌(6)  3:15.40
（小学5･6年） 福　岡･立石ランナーズ 熊　本･三角RC 福　岡･立石ランナーズ 大　分･三光陸上クラブ 大　分･きつきジュニアＡＣ 熊　本･アスリートワーク 福　岡･本城陸上クラブ 福　岡･立石ランナーズ
３０００ｍ 清水　寛太(3)  9:10.57 長谷川　軍治(3)  9:10.85 落合　諒(3)  9:12.83 井　彰啓(3)  9:17.02 松井　一(2)  9:18.43 永本　脩(3)  9:19.51 前田　尚幸(3)  9:27.22 陳内　紫音(2)  9:28.52
（中学生） 福　岡･コスモスRC 福　岡･本城陸上クラブ 熊　本･湯前中 熊　本･一の宮中 大　分･浜脇中 熊　本･錦ヶ丘中 熊　本･天水中 熊　本･姫戸中
５０００ｍ 内田　征冶(3) 14:33.56 緒方　春斗(3) 14:34.93 尾方　馨斗(3) 14:36.15 吉冨　純也(3) 14:36.26 溝口　仁(3) 14:36.61 松並　昂勢(3) 14:37.47 東原　愛斗(3) 14:38.95 山本　歩夢(2) 14:39.79
（高校生） 熊　本･開新高 福　岡･自由ケ丘高 福　岡･自由ケ丘高 福　岡･大牟田高 長　崎･創成館高 福　岡･自由ケ丘高 熊　本･熊本工高 福　岡･自由ケ丘高

４×１００ｍ アスリートワーク 54.07 ＫＵＲＳ 56.46 山鹿クラブ 56.46 菊池アスリート  1:01.32 倉岳陸上クラブ  1:01.98 太田郷ジュニア  1:03.93 松高陸上  1:04.62
（小学生）    中島　和仁(6)    枦山　智哉(5)    阿蘇品　大和(6)    山崎　太喜(5)    荒木　琥太朗(6)    山元　志琉(5)    山下　拓斗(5)

   池田　蒼樹(6)    岡部　怜翔(6)    富田　恋衣(6)    梨子本　駿(5)    笠松　大悟(6)    船津　夏輝(5)    下松谷　柊(6)
   行徳　有眞(6)    山下　真広(6)    川口　凌空(6)    富﨑　肇(6)    濱本　海生(6)    北岡　征優(5)    浦里　蒼空(5)
   村田　悠斗(6)    松川　智飛(6)    松本　夏音(6)    井上　幸音(6)    古川　湧麻(6)    堀田　昇吾(5)    岡本　来輝(5)

４×6００ｍ 立石ランナーズ  8:03.91 菊池アスリート  8:33.08 アスリートワーク  8:37.55 那珂川ジュニア  8:38.44 本城陸上クラブA  8:48.69 ＫＵＲＳ  8:49.66 天水ＲＣB  9:20.54 倉岳陸上クラブ  9:29.26
（小学生）    北島　康生(6) NGR    井上　幸音(6)    村上　広大(6)    吉田　葵唯(6)    山元　幹太(6)    豊増　大翔(6)    北川　慈晏(6)    濱本　海生(6)

   姫野　稀良(6)    梨子本　駿(5)    村田　悠斗(6)    宇野　史栞(5)    松浦　慧大(5)    中尾　光希(6)    坂田　将太郎(6)    古川　湧麻(6)
   川副　剛煌(6)    森田　章太郎(5)    寺井　卓ノ心(6)    伊藤　智哉(5)    有田　空矢(6)    山下　真広(6)    山下　寛大(6)    山並　冬貴(6)
   高田　颯汰(6)    後藤　悠輝(5)    水野　結太(5)    船津　陽登(6)    石井　恵将(5)    松川　智飛(6)    山崎　拓真(6)    笠松　大悟(6)

４×１００ｍ 蘇陽中 44.56 西合志南中 45.82 長嶺中 46.49 菊池北中 47.67 あさぎり中 48.02 岱明中学校 49.30 出水中 49.65
（中学生）    杉山　丈一郎(3) NGR    梁池　恵太郎(2)    甲斐　快風(3)    ﾊﾟﾀﾞﾔ　ｼﾞｬﾝ　ﾅﾄﾞﾝｻﾞ(2)    一鬼　丞傑(3)    中山　翔奈斗(3)    藤本　翔也(2)

   春木　宏亮(3)    西村　賢祐(2)    鈴木　翔大(2)    浦田　泰希(2)    澤村　隼斗(2)    加藤　優翔(3)    中熊　一晴(2)
   市村　翼(3)    丸山　渉太(2)    蒲池　海瑠(2)    甲斐　煕(3)    那須　一斗(3)    土本　優悟(3)    佐藤　慶弥(2)
   興梠　優哉(2)    赤木　要太(2)    髙田　空良(2)    福地　海和(3)    荒川　一登(2)    宮本　稜空(3)    井島　智希(3)

４×１００ｍ 九州学院高 42.35 熊本国府高 42.89 球磨工 42.93 熊本中央高 42.99 八代清流高校 43.11 天草高 43.13 鹿本高 43.39 熊本学園大学付属高 43.71
（高校生）    伊津野　大介(2)    藤原　裕弥(1)    鳥井　息吹(2)    瀬川　登生(3)    石山　友輝(2)    坂本　東一朗(3)    川野　友飛(2)    明日　秀太朗(3)

   米田　太陽(3)    日下部　晴人(2)    大塚　裕登(3)    郡山　倭人(3)    上野　純輝(2)    岩永　教宏(2)    福井　匠(3)    滝本　瑛隼(3)
   那須　千晴(3)    春木　寿彦(1)    犬童　宏明(3)    磯部　優斗(3)    岡本　心輝(3)    橋本　光世(3)    渕上　夏旺(3)    本山　壮彦(3)
   深井　敦央(3)    岩崎　克真(1)    溝辺　保希(3)    中川　風唯(2)    平田　登真(3)    小山　倖生(3)    豊田　将永(3)    森　太志(3)

８００ｍ 木下　杏奈(4)  2:44.86 山本　千祥(4)  2:47.73 野村　ひいろ(4)  2:48.54 新名　桜子(4)  2:48.60 齊藤　里菜(4)  2:56.92 藤原　優那(4)  2:58.09 山崎　羽稀(4)  2:59.36 大屋　泉水(4)  2:59.98
（小学4年以下）熊　本･タートルズ 熊　本･クラブおおづ 熊　本･あみつジュニア 鹿児島･蒲生スピードランナー熊　本･ドリームみなまた 熊　本･熊本東陸上 熊　本･Maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 福　岡･立石ランナーズ

１０００ｍ 吉田　葵唯(6)  3:19.98 上田　清乃(6)  3:22.87 三ノ丸　果音(5)  3:23.16 西川　侑里(6)  3:23.56 田中　那歩(5)  3:23.80 樋口　心由羽(6)  3:25.60 宇野　史栞(5)  3:25.64 小川　優月(6)  3:25.95
（小学5･6年） 福　岡･那珂川ジュニア 熊　本･熊本東陸上 大　分･東中津クラブ 熊　本･長洲JRC 熊　本･不知火JRC 熊　本･Maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 福　岡･那珂川ジュニア 福　岡･立石ランナーズ
１５００ｍ 松本　明莉(3)  4:40.02 新名　春風(3)  4:44.57 中川　千裕(3)  4:47.55 片山　乙葉(2)  4:50.34 前田　琳香(3)  4:50.35 堀　愛菜(3)  4:51.15 前田　穂乃香(3)  4:52.44 吉留　美桜(3)  4:52.56
（中学生） 大　分･稙田南中 鹿児島･蒲生スピードランナー鹿児島･東谷山中 熊　本･小川中 熊　本･荒尾第四中 熊　本･玉名中 佐　賀･佐賀有明中 福　岡･コスモスRC
３０００ｍ 藤岡　加梨(2)  9:31.27 三原　梓(2)  9:32.26 木之下沙椰(2)  9:32.38 弟子丸　小春(3)  9:35.18 黒川円佳(2)  9:35.69 中須瑠菜(2)  9:38.37 鳥居　華(2)  9:43.56 小代崎　陽向子(2)  9:45.24
（高校生） 福　岡･東海大福岡 京　都･立命館宇治高 鹿児島･神村学園高等部 長　崎･諫早高 鹿児島･神村学園高等部 鹿児島･神村学園高等部 鹿児島･神村学園高等部 鹿児島･国分中央高

４×１００ｍ Maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 56.10 山鹿クラブ 56.65 ＫＵＲＳ 59.04 豊岡ＲＣ 59.56 太田郷ジュニア  1:00.55 菊池アスリート  1:00.92 松高陸上  1:01.33
（小学生）    樋口　心由羽(6) NGR    社方　美夢花(6)    森山　咲月(6)    坂本　琴音(6)    本田　輝(5)    渡邉　あかり(5)    菊川　麗奈(6)

   矢賀部　里帆(6)    松岡　美咲(6)    黒岩　美羽(6)    永溝　真光(5)    鶴山　彩絢(5)    内田　怜(5)    松岡　那奈(6)
   笠　朱日菜(6)    功能　朱莉(6)    坂本　彩風(6)    北野　れいら(5)    杉原　凛音(5)    上田　明佳(6)    梅田　咲(6)
   石田　皐彩(6)    久武　咲月(6)    益満　みなみ(6)    佐美三　ひなた(6)    百田　有里(5)    青木　朝陽(6)    鬼塚　彩生(6)

４×6００ｍ Maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  8:30.90 あみつジュニア  8:31.63 立石ランナーズ  8:43.18 菊池アスリート  9:06.83 ＫＵＲＳ  9:14.72 荒尾JAC  9:18.40 天水ＲＣ 10:06.14
（小学生）    樋口　心由羽(6)    江副　夏穂(6)    小川　優月(6)    平山　藍々花(6)    黒岩　美羽(6)    吉里　紗和(6)    中尾　逢奈(6)

   笠　朱日菜(6)    益田　陽菜(6)    田原　璃来(6)    廣川　楓華(5)    坂本　彩風(6)    香田　光稀(5)    上村　美月(6)
   山下　想(6)    今村　咲月(6)    佐藤　心美(6)    隈部　琴乃(5)    岩下　聖奈(6)    松山　悠南(5)    坂本　飛鳥(6)
   石田　皐彩(6)    坂田　千子(6)    小川　ニコラ樹和(6)    渡辺　莉々加(5)    立原　さくら(4)    本山　玲実(5)    橋本　奈都(6)

４×１００ｍ 帯山中 51.68 八代第一 52.46 出水中 52.51 下益城城南中 52.86 人吉一中 53.15 宇土鶴城中 54.74 八代四中 54.84
（中学生）    白石　花華(2)    志水　杏(2)    青木　菜摘(3)    三浦　桃(3)    山田　愛(3)    植原　惺良(2)    永松　南美(2)

   鳥丸　沙葵(2)    松本　祈星(2)    奥村　春花(3)    田上　教子(3)    日隠　乃の果(3)    池田　菫(2)    木佐木　梨花(2)
   園井　結菜(2)    山形　愛羽(2)    大坂間　柚妃(2)    井上　桜華(2)    出合　祥(3)    中村　日向子(2)    淀川　真布(3)
   角田　萌華(3)    木下　結衣(3)    吉田　飛鳥(2)    大嶌　愛叶(3)    川内　ひかり(3)    三角　咲季(2)    反頭　思音(3)

４×１００ｍ 熊本商業高校 48.77 九州学院高 49.66 天草高 50.73 八代高 50.91 熊本中央高 51.13 秀岳館高 51.21 濟々黌高 51.64 熊本北高 51.93
（高校生）    米村　凜(2)    岩本　晏奈(3)    岩本　禎子(2)    今村　美也子(3)    川端　あゆみ(3)    多武　渚凪(2)    松永　まりの(2)    柳瀬　真美(2)

   石田　愛亜彩(2)    関部　愛花(2)    内崎　愛奈(3)    中山　結衣(3)    野中　萌(2)    永井　美咲(3)    出口　莉子(2)    西谷　瑞起(1)
   樫山　妃和(2)    寺本　有里香(2)    内崎　鈴奈(3)    森田　結衣(2)    石山　礼菜(3)    岩木　未夢(3)    早田　有希(3)    穴井　杏華(2)
   白石　絢菜(2)    宮本　朋実(2)    濱　悠季菜(3)    西村　歌奈(3)    野中　智咲(3)    橋本　莉子(2)    井上　美宙(3)    佐々木　実優(2)
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