
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
2018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30年4月7日（土） 記録主任：西口　賢士

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
８００ｍ 佐藤　壮真(3)  2:49.46 梨子本　駿(4)  2:52.69 工藤　寿仁(4)  2:53.54 久保　陽向(4)  2:53.71 中村　天茶(4)  2:53.96 松浦　慧大(4)  2:54.97 立山　瑠梛(4)  2:55.10 中村　昊心(4)  2:55.21

（小学4年以下）福　岡･本城陸上クラブA 熊　本･菊池アスリート 宮　崎･新光陸上クラブ 福　岡･立石ランナーズ 熊　本･ドリームみなまた 福　岡･本城陸上クラブA 熊　本･チーム武蔵 熊　本･Maedaアスリートクラ
１０００ｍ 戸高　彩翔(6)  3:08.38 井形　麗矢(6)  3:13.76 本田　琉士(6)  3:15.93 井口　諒(6)  3:17.40 北島　康生(5)  3:19.63 中尾　輝聖(6)  3:20.03 吉留　祐汰(6)  3:21.90 佐藤　有悟(6)  3:22.43

（小学5･6年） 宮　崎･新光陸上クラブ 熊　本･荒尾ＪＡＣ 熊　本･Maedaアスリートクラ 福　岡･新田原ランナーズ 福　岡･立石ランナーズ 宮　崎･新光陸上クラブ 福　岡･新田原ランナーズ 福　岡･本城陸上クラブA
３０００ｍ 吉中　祐太(2)  8:59.68 石岡　大侑(3)  9:00.63 岩下　翔哉(3)  9:08.88 永井　駿(3)  9:15.42 山下　慶次(3)  9:25.55 宮本　哲汰(3)  9:30.60 川上　颯真(3)  9:31.32 徳永　光涼(3)  9:33.78

（中学生） 山　口･向洋中 鹿児島･出水中 熊　本･一の宮中 熊　本･相良中 福　岡･泉中 熊　本･託麻中 熊　本･合志中 熊　本･熊本西原中
５０００ｍ キムンゲ　サイモン(3) 14:14.85 島﨑　昇汰(3) 14:32.67 佐藤　俊輔(3) 14:32.71 古川　隼(2) 14:40.94 内田　征冶(2) 14:42.90 川添　翔太(3) 14:43.81 畦地　貴斗(3) 14:45.89 安川　元気(3) 14:49.86

（高校生） 福　岡･東海大学付属福岡高福　岡･大牟田高 大　分･鶴崎工高 熊　本･熊本千原台高 熊　本･開新高 福　岡･東海大学付属福岡高宮　崎･小林高 鹿児島･鹿児島城西高
１５００ｍ 小林　航央(4)  3:50.93 木村　理来(3)  3:51.06 廣瀨　大貴  3:51.21 冨田　三貴  3:51.74 秦　将吾  3:51.95 上村　純也  3:52.47 川瀬　翔矢(1)  3:52.55 的野　遼大(25)  3:52.87
（一般） 茨　城･筑波大学 栃　木･東海大 大　阪･大阪ガス 福　岡･西鉄 徳  島･大塚製薬 群　馬･SUBARU 三  重･皇學館大学 長　崎･MHPS
５０００ｍ 市川　孝徳 13:42.70 松枝　博輝 13:44.80 浅岡　満憲 13:45.13 平　和真 13:48.42 佐藤　悠基 13:53.54 田中　秀幸 13:54.01 荒井　七海 13:54.01 髙橋　優太 13.55.25

（日本人） 千　葉･日立物流 千　葉･富士通 千　葉･日立物流 東　京･カネボウ 東　京･日清食品グループ 愛　知･トヨタ自動車 埼　玉･Honda 東　京･DeNA
５０００ｍ フィレモン　キプラガット(2) 13:37.12 ジョエル　ムァゥラ 13:37.86 Jemes　Mwangi 13:38.90 VINCENT　KIPKEMOI 13:39.45 ＡＢＡＹＮＥＨ　ＤＥＧＵ 13:40.11 Charles　Ndungu 13:40.32 muia　bernard　katui 13:40.82 リチャード　キムニャン 13:40.96
（国際） 岡　山･倉敷高 福　岡･黒崎播磨 三  重･NTN 富  山･YKK 福　岡･安川電機 茨　城･小森コーポレーション愛  知･トヨタ紡織 千　葉･日立物流

４×１００ｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 54.05 八千把小学校 57.37 熊本ＪＡＣ 58.66 T&F蘇陽 59.85 ＫＵＲＳ 59.93 菊池アスリート  1:00.08 菊鹿クラブ  1:00.14 松高陸上クラブ  1:00.51
（小学生）    靏田　大地(6)    池田　琢真(6)    紙屋　嘉希(5)    春木　達裕(6)    本田　琉士(6)    北原　雅斗(6)    松岡　悠汰(6)    道永　大和(6)

   寺井　昂ノ介(6)    内田　啓太(6)    古川　貴博(5)    春木　智裕(6)    和田　邦将(6)    山崎　陽喜(6)    渡邉　一貴(6)    柴田　卓宗(6)
   村田　悠斗(5)    永松　日月(6)    上田　蓮音(5)    山辺　碧(6)    麻生　旺資(5)    福島　陽斗(6)    青木　恵太(6)    作本　虎太郎(5)
   黒木　楓聖(6)    木佐木　雅斗(6)    泉田　晃(5)    後藤　悠希(6)    山下　真広(5)    坂本　優人(6)    立花　祐樹(6)    下松谷　柊(5)

４×6００ｍ 新光陸上クラブ  8:04.09 新田原ランナーズ  8:18.33 ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ  8:24.68 本城陸上クラブA  8:25.24 立石ランナーズ  8:33.53 那珂川ジュニア  8:40.29 菊池アスリート  8:40.89 本城陸上クラブB  8:55.12
（小学生）    戸高　彩翔(6) NGR    中谷　魁聖(6)    黒木　楓聖(6)    佐藤　有悟(6)    北島　康生(5)    島村　真登(6)    坂本　優人(6)    浅田　陽斗(6)

   中尾　輝聖(6)    吉留　祐汰(6)    寺井　昂ノ介(6)    清水　幸大ｼﾞｬﾏｰﾘ(6)    高田　颯汰(5)    船津　陽登(5)    福島　陽斗(6)    松山　史樹(6)
   西村　柊摩(6)    縫谷　桜雅(6)    村田　悠斗(5)    山元　幹太(5)    川副　剛煌(5)    伊藤　友優(6)    梨子本　駿(4)    木村　俊介(6)
   阪元　誠唯(6)    井口　諒(6)    米ヶ田　悠翔(6)    松浦　蒼大(6)    永井　博章(6)    吉田　葵唯(5)    川俣　至悠(6)    石井　弘希(6)

４×１００ｍ 荒尾海陽中学校 45.88 出水中 47.91 小川中 48.23 岱明中 48.57 武蔵ヶ丘中 49.07 本渡中 49.28 錦中 49.43 西合志南中学校 49.66
（中学生）    池田　雅大(3)    中島　聡哉(3)    岩井　和也(3)    中山　翔奈斗(2)    大塚　雅希(3)    澤村　隆之介(3)    甲斐　佳暉(3)    丸山　渉太(2)

   本村　孝太(3)    堀本　康誠(3)    財満　伊織(3)    竹下　拓希(3)    村?　陸(2)    小野　瑞季(2)    小西　柚生(2)    赤木　要太(2)

   堤　康多(3)    緒方　瑞樹(3)    白石　稜磨(3)    松井　仁志(2)    坂田　裕哉(3)    工藤　翔(2)    西　聖昇(3)    西村　賢祐(2)

   小柳　七春(3)    小林　亮太(3)    安尾　龍騎(2)    境　玲生(3)    満井　秀栄(2)    濱﨑　慎太郎(2)    永椎　純世(3)    古川　倖大(2)

４×１００ｍ 九州学院高 42.67 熊本国府高校 42.85 球磨工高 43.43 熊本西高 44.08 八代高 44.12 開新高校 44.74 熊本工高 44.95
（高校生）    佐竹　竜昌(3)    岩下　諒(3)    福田　慎之介(3)    松島　流星(1)    宮地　諒(2)    山田　紘義(2)    山城　優慎(2)

   米田　太陽(2)    日下部　晴人(2)    國本　春樹(3)    片岡　大将(3)    林田　稜太(2)    平野　琢也(3)    岩﨑　廉(3)
   小林　諒(3)    福山　翔希(3)    諏訪　颯笑(3)    廣瀬　健人(3)    杉本　佑樹(2)    中川　翼(2)    井上　涼太(3)
   山本　陽太(2)    平野　翔大(3)    尾崎　領哉(3)    山口　健汰(3)    飽田　洋介(3)    林　康太朗(2)    口元　謙真(3)

８００ｍ 井　千夏(4)  2:50.79 田中　那歩(4)  2:53.35 宇野　史栞(4)  2:54.98 縫谷　愛々花(4)  2:57.53 岡村　空(4)  2:58.69 清　海羽(4)  3:00.16 本山　怜実(4)  3:01.30 氏江　愛美(4)  3:02.45
（小学4年以下）福　岡･宮ノ陣AC 熊　本･不知火ＪＲＣ 福　岡･那珂川ジュニア 福　岡･新田原ランナーズ 熊　本･楠浦陸上クラブ 宮　崎･新光陸上クラブ 熊　本･荒尾ＪＡＣ 熊　本･松高陸上

１０００ｍ 齋藤　里沙(6)  3:22.71 熊本　知華(6)  3:24.94 伊藤　友優(6)  3:25.36 岩村　美咲(6)  3:26.98 山下　華那(6)  3:27.54 藤澤　美那(6)  3:31.39 上原　美海(6)  3:31.73 清　心咲(5)  3:32.84
（小学5･6年） 熊　本･ドリームみなまた 福　岡･立石ランナーズ 福　岡･那珂川ジュニア 熊　本･不知火ＪＲＣ 熊　本･楠浦陸上クラブ 宮　崎･新光陸上クラブ 福　岡･立石ランナーズ 宮　崎･新光陸上クラブ
１５００ｍ 松本　明莉(2)  4:42.99 森山　七海(2)  4:44.57 溝上　加菜(2)  4:48.94 奥西 つばさ(3)  4:50.42 境田　百花(2)  4:53.17 野村　優花(3)  4:54.55 黒田　愛梨(3)  4:55.80 岩﨑　智子(3)  4:56.73

（中学生） 大　分･稙田南中 鹿児島･城西中 熊　本･緑東中 大　分･中津緑ヶ丘中 熊　本･北部中 鹿児島･国分南中 宮　崎･新光陸上クラブ 福　岡･泉中
３０００ｍ 松本　夢佳(3)  9:41.93 境田　真夕(2)  9:43.29 野末　侑花(3)  9:43.57 辻田　翔子(3)  9:44.41 中尾　友梨奈(2)  9:45.63 飯島　理子(3)  9:47.60 弟子丸　小春(2)  9:48.04 岡本　亜依里(3)  9:50.83

（高校生） 福　岡･北九州市立高 熊　本･熊本千原台高 福　岡･北九州市立高 福　岡･筑紫女学園高 鹿児島･神村学園高等部 福　岡･筑紫女学園高 長　崎･諫早高 熊　本･ルーテル学院高校
１５００ｍ 高松　智美ムセンビ(1)  4:22.10 高松　望ムセンビ  4:22.50 木村　友香  4:22.74 竹内　麻里子  4:23.09 中川　文華  4:23.95 田中　希実  4:24.02 和田　有菜  4:24.62 大西　ひかり(3)  4:27.06
（一般） 大　阪･名城大学 大　阪･大阪陸協 千　葉･ユニバーサルエンター愛　媛･愛媛銀行 千　葉･積水化学 兵　庫･ND 28AC 長  野･名城大学 兵　庫･須磨学園高
５０００ｍ ヘレン　エカラレ 15:29.87 ZEYITUNA　HUSAN 15:39.67 安藤　友香 15:45.66 矢田　みくに 15:50.35 逸木　和香菜 15:51.16 森林　未来 15:51.59 荘司　麻衣 15:55.79 籔下　明音 15:56.44
（一般） 宮　城･豊田自動織機 三  重･デンソー 静  岡･スズキ浜松アスリート三  重･デンソー 福　岡･九電工 三  重･デンソー 三  重･デンソー 愛  知･豊田自動織機

４×１００ｍ ＫＵＲＳ 59.33 ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ  1:00.02 楠浦陸上クラブ  1:00.73 山鹿市立山鹿小学校  1:01.58 熊本ＪＡＣ  1:01.67 芦北トレジャー  1:02.80 八千把小学校  1:02.83 菊池アスリート  1:03.34
（小学生）    今村　佳愛(6)    大石　南(6)    眞田　くるみ(6)    松岡　美咲(5)    中元　亜胡(6)    東　綾華(6)    髙木　日菜乃(6)    池田　美月(6)

   今村　幸愛(6)    下田　奈津美(6)    玉田　有梨沙(6)    池田　采芭(6)    鶴田　珠夕(6)    宮下　真弥(6)    佐々木　美佳(6)    松寺　優奈(6)
   吉村　千優(6)    秋山　聡美(6)    岸上　あかり(6)    久武　咲月(5)    神田　夏希(6)    中尾　帆南(6)    竹原　叶留(6)    岩木　咲良砂(6)
   今田　朱音(6)    本田　愛七(6)    山下　華那(6)    ?能　朱莉(5)    大手　詩織(6)    濵田　紗希(6)    西村　嶺羽(6)    松岡　咲樹(6)

４×6００ｍ 新光陸上クラブ  8:38.77 立石ランナーズ  8:40.06 楠浦陸上クラブ  8:43.14 ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ  9:01.27 菊池アスリート  9:08.83 ＫＵＲＳ  9:10.94 本城陸上クラブA  9:18.13 チーム武蔵  9:44.45
（小学生）    藤澤　美那(6)    熊本　知華(6)    玉田　有梨沙(6)    下田　奈津美(6)    松寺　優奈(6)    日置　澪(6)    山下　美羽(6)    河﨑　杏珠(5)

   清　心咲(5)    田原　璃来(5)    岸上　あかり(6)    秋山　聡美(6)    池田　美月(6)    黒岩　美羽(5)    山香　あおい(6)    河添　梨央(6)
   松田　しほり(6)    上原　美海(6)    眞田　くるみ(6)    角銅　菜々(6)    廣川　楓華(4)    吉村　千優(6)    松浦　智紗希(6)    岡本　小春(6)
   黒木　珈奈(6)    小川　二コラ樹和(5)    山下　華那(6)    本田　愛七(6)    岩木　咲良砂(6)    今田　朱音(6)    日高　優衣(6)    山川　聖乃(6)

４×１００ｍ 山鹿中 53.59 下益城城南中 53.84 水俣第一中学校 54.21 武蔵ヶ丘中 54.32 出水中 55.54 あさぎり中 55.62 帯山中 56.41
（中学生）    辻　陽向(3)    原田　唯舞稀(2)    大川　奏(1)    津田　依舞稀(3)    田村　紗雪(3)    上田　真子(3)    吉本　凪沙(2)

   野見山　梨子(3)    田上　教子(2)    齊藤　里歩(1)    上農　咲良(3)    森岡　美音(3)    稲田　萌乃(3)    角田　萌華(2)
   豊後　笑美(3)    三浦　桃(2)    中村　実空(2)    荒川　浬央(2)    青木　菜摘(2)    深松　京香(2)    大西　優奈(3)
   生田　七彩(3)    西村　彩葉(3)    矢野　妃玖子(2)    工藤　涼葉(2)    奥村　春花(2)    小林　汐音(3)    溝田　紗子(2)

４×１００ｍ 八代東高 49.36 濟々黌高 49.50 熊本中央高 49.88 秀岳館高 50.96 玉名工 51.97 天草高 52.42
（高校生）    福田　英(3)    田島　しずく(2)    石山　礼菜(1)    藏座　まゆ(3)    田上　咲季(3)    濱　悠季菜(1)

   中村　梨音(3)    井上　美宙(1)    西　美帆(2)    永井　美咲(2)    大木　舞(2)    内崎　愛奈(1)
   宮本　怜奈(2)    磯村　彩夏(2)    石田　ほのか(2)    岩木　未夢(2)    上田　楓子(3)    内崎　鈴奈(1)
   森本　真妃(2)    宮田　彩英(2)    波留　青依(2)    椎葉　美友(3)    宮本　唯(3)    山下　裕生(2)
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