
平成21年度　全九州高等学校体育大会　 男子決勝記録一覧表 場所：熊本県民総合運動公園陸上競技場

　秩父宮賜杯　第６２回全国高等学校陸上競技対校選手権大会　南九州地区予選大会 期日：平成21年6月18日～21日
DB　09443401 主催　熊本県高等学校体育連盟　　熊本陸上競技協会　　九州陸上競技協会

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
19日 １００ｍ 木村　淳(3) 10.58 村吉　星児(3) 10.60 冨田　智(2) 10.62 大城　真悟(3) 10.66 新村　真人(1) 10.80 武田　雄平(3) 10.87 佐久田  健人(3) 10.93 木原　真人(3) 11.02

風:+1.2 沖　縄･中部商業 鹿児島･川薩清修館 熊　本･鹿本 沖　縄･中部商業 沖　縄･八重山 熊　本･九州学院 沖　縄･那覇西 鹿児島･鹿児島南
21日 ２００ｍ 木村　淳(3) 21.66 籾木　勝吾(3) 21.80 村吉　星児(3) 22.01 冨田　智(2) 22.06 武田　雄平(3) 22.11 新村　真人(1) 22.27 武田　親臣(3) 22.28 高岡　晃(3) 22.59

風:+0.2 沖　縄･中部商業 宮　崎･宮崎工 鹿児島･川薩清修館 熊　本･鹿本 熊　本･九州学院 沖　縄･八重山 熊　本･九州学院 熊　本･熊本必由館
18日 ４００ｍ 籾木　勝吾(3) 47.20 武田　親臣(3) 48.18 田中　翔大(3) 48.89 村田　丈尚(2) 49.10 尾上　清文(3) 49.18 古家　郁也(3) 49.22 吉永　悠(3) 49.32 森竹　勇介(3) 49.54

宮　崎･宮崎工 熊　本･九州学院 熊　本･熊本工 鹿児島･鹿児島南 鹿児島･出水中央 熊　本･熊本必由館 宮　崎･宮崎工 鹿児島･松陽
20日 ８００ｍ 甲斐　研人(3)  1:57.08 岡本　裕太郎(3)  1:57.44 田口　泰広(2)  1:58.57 祐盛　湧希(3)  1:59.37 當間　龍志(2)  1:59.39 小林　史典(3)  1:59.59 佐藤　舜(3)  1:59.75 上萩　健太(3)  2:00.05

宮　崎･日章学園 熊　本･熊本工 熊　本･熊本北 熊　本･熊本 沖　縄･那覇西 宮　崎･宮崎工 熊　本･開新 鹿児島･尚志館
18日 １５００ｍ 工藤　皓平(3)  3:55.77 M　カルクワ(3)  3:56.27 市田　孝(2)  3:56.84 有村　優樹(2)  3:57.46 池上　聖史(3)  3:57.61 福田　雄大(3)  3:58.49 上原　将平(3)  3:59.47 高木　康介(3)  4:00.81

熊　本･熊本工 熊　本･鎮西 鹿児島･鹿児島実業 鹿児島･鹿児島実業 宮　崎･小林 熊　本･九州学院 宮　崎･小林 宮　崎･小林
19日 ５０００ｍ 市田　孝(2) 14:21.97 M　カルクワ(3) 14:23.30 有村　優樹(2) 14:37.16 上村　顕斗(3) 14:39.66 鮫島　紋二郎(2) 14:44.86 大津　顕杜(3) 14:45.72 小笠　和也(3) 14:51.96 市田　宏(2) 14:59.01

鹿児島･鹿児島実業 熊　本･鎮西 鹿児島･鹿児島実業 熊　本･九州学院 熊　本･鎮西 熊　本･熊本千原台 宮　崎･小林 鹿児島･鹿児島実業
21日 １１０ｍＨ 佐々木　洸(3) 14.67 本多　健一郎(3) 15.16 佐藤　浩大(1) 15.65 宮内　文哉(3) 15.68 平安名　常心(3) 15.83 寺田　裕基(3) 15.89 山田　真也(2) 15.92 新崎　宇宙(1) 16.14

風: 0.0 熊　本･人吉 熊　本･松島商 宮　崎･宮崎北 鹿児島･鹿児島 沖　縄･那覇西 熊　本･熊本中央 鹿児島･鹿児島 沖　縄･那覇西
19日 ４００ｍＨ 吉永　悠(3) 54.63 田中　翔大(3) 54.92 乗越　裕二郎(3) 55.60 岩本　大貴(3) 55.97 本田　佑太郎(3) 56.01 佐藤　将仁(3) 56.04 黒木　一誠(3) 56.31 小崎　一輝(3) 57.69

宮　崎･宮崎工 熊　本･熊本工 鹿児島･鹿児島 熊　本･熊本工 宮　崎･五ヶ瀬 宮　崎･延岡星雲 鹿児島･松陽 熊　本･水俣工
21日 ３０００ｍＳＣK　キハラ(3)  8:57.55 池上　聖史(3)  9:00.24 工藤　皓平(3)  9:02.24 高木　祐作(3)  9:13.43 吉村　大輝(2)  9:15.46 元村　大地(3)  9:20.12 井上　尚樹(3)  9:24.12 山本　大輔(3)  9:31.41

熊　本･鎮西 NGR 宮　崎･小林 熊　本･熊本工 熊　本･鎮西 鹿児島･鹿児島実業 熊　本･九州学院 熊　本･九州学院 宮　崎･宮崎工
18日 ５０００ｍＷ 野中　徹(3) 21:24.59 小原　遼仁(3) 21:41.52 松元　優典(3) 23:10.48 柿本　翔悟(3) 25:23.32 原口　大輝(2) 25:55.39 中村　壮士(3) 26:01.51 小橋川　晃(3) 26:13.97 加來　成也(3) 26:48.23

熊　本･熊本中央 NGR 鹿児島･鹿児島城西 NGR 鹿児島･鹿児島商業 鹿児島･鹿児島南 宮　崎･都城商 熊　本･熊本工 沖　縄･北山 熊　本･熊本中央
19日 ４×１００ｍ 宮崎工･宮　崎 41.33 中部商業･沖　縄 41.36 川薩清修館･鹿児島 41.58 九州学院･熊　本 41.93 人吉･熊　本 42.11 熊本必由館･熊　本 42.34 鹿児島南･鹿児島 42.43

   吉永　悠(3)    比嘉　善浩(3)    臺　一喜(2)    赤﨑　拓真(2)    田安　紘朋(2)    戸高　豊章(1)    高田　航平(3)

   籾木　勝吾(3)    木村　淳(3)    村吉　星児(3)    武田　雄平(3)    佐々木　洸(3)    高岡　晃(3)    木原　真人(3)

   中坪　直人(3)    仲村　優二(2)    桐原　悠也(1)    宮田　寿輝(2)    吉田　恭一郎(2)    一寳　孝浩(2)    村田　丈尚(2)

   廣津　大介(2)    大城　真悟(3)    西山　圭一(2)    武田　親臣(3)    上原　拓朗(1)    古家　郁也(3)    麓　大輔(3)

21日 ４×４００ｍ 宮崎工･宮　崎  3:17.42 鹿児島南･鹿児島  3:17.82 熊本工･熊　本  3:19.40 那覇西･沖　縄  3:19.51 中部商業･沖　縄  3:20.60 九州学院･熊　本  3:20.91 八代･熊　本  3:22.54 熊本必由館･熊　  3:24.87
   吉永　悠(3)    村田　丈尚(2)    竹上　俊貴(3)    与那国　塁(1)    平田雄紀ｼｬｯｸﾙﾌｫｰﾄﾞ(2)    赤﨑　拓真(2)    吉田　圭佑(3)    一寳　孝浩(2)

   矢野　仁(2)    廣瀬　晃一郎(3)    田中　翔大(3)    佐久田  健人(3)    木村　淳(3)    武田　親臣(3)    古山　真道(3)    高岡　晃(3)

   谷川　浩太(2)    森　嘉武斗(3)    岩本　大貴(3)    金城　凌(3)    砂川　和輝(2)    大塚　智貴(2)    森下　瑛亮(3)    浅井　瑞希(3)

   籾木　勝吾(3)    木原　真人(3)    村上　太延(2)    大川内　耕平(2)    大城　真悟(3)    武田　雄平(3)    高浪　真朋(3)    古家　郁也(3)

18日 走高跳 祇園下　千裕(3) 1m96 山中　亮磨(1) 1m93 又吉　健太(2) 1m93 梶原　裕己(3) 1m90 同順:中川　浩平(3) 熊　本･鹿本 1m90 屋良　太章(2) 1m90 新崎　宇宙(1) 1m85
熊　本･人吉 鹿児島･鹿児島商業 沖　縄･読谷 熊　本･秀岳館 同順:原口　成志(3) 鹿児島･志布志 沖　縄･前原 沖　縄･那覇西

19日 棒高跳 高田　航平(3) 4m60 北川　翔一(2) 4m40 近藤　晃生(3) 4m40 井ノ上　健二(3) 4m30 桃原　傑(1) 4m30 山城　祐介(3) 4m30 中村　光熙(3) 4m20 新垣　和紀(3) 4m10
鹿児島･鹿児島南 鹿児島･鹿児島南 宮　崎･宮崎第一 宮　崎･宮崎第一 沖　縄･沖縄水産 沖　縄･南風原 熊　本･熊本中央 沖　縄･沖縄工業

20日 走幅跳 佐久田  健人(3)   7m54 谷山　宗敬(2)   6m97 山口　大貴(3)   6m94 古山　真道(3)   6m86 山田　真也(2)   6m84 祇園下　千裕(3)   6m84 大城　裕弥(3)   6m77 本多　隆成(1)   6m69
沖　縄･那覇西 +1.5 NGR 鹿児島･鹿児島南 +1.7 鹿児島･松陽 +0.6 熊　本･八代 0.0 鹿児島･鹿児島 -0.8 熊　本･人吉 +0.9 沖　縄･名護 0.0 熊　本･松島商 +0.4

21日 三段跳 喜屋武　春樹(3)  14m46 宮﨑　敦史(3)  14m33 福永　紘基(3)  14m24 山本　拓也(3)  14m03 倉永　忠彦(3)  14m01 黒木　雄太朗(3)  13m88 原田　太(2)  13m80 小山　正晃(3)  13m51
沖　縄･沖縄水産 +4.5 熊　本･熊本中央 +0.8 鹿児島･鹿屋工業 +0.7 熊　本･熊本工 +4.2 宮　崎･日南 +0.1 宮　崎･延岡星雲 +0.9 鹿児島･松陽 +0.1 熊　本･玉名工 -0.5

18日 砲丸投 仲松美勇士ｸﾘｼｭﾅ(3  16m58 藏座　元気(3)  14m34 宮下　雅央(3)  14m28 知念　豪(3)  14m09 田中　大地(3)  13m43 翁長　裕太(2)  13m35 上村　匡志(3)  13m08 平良　達哉(2)  13m00
沖　縄･中部商業 NGR 宮　崎･宮崎工 熊　本･熊本工 沖　縄･那覇西 鹿児島･鹿児島商業 沖　縄･那覇西 熊　本･熊本西 沖　縄･普天間

21日 円盤投 仲松美勇士ｸﾘｼｭﾅ(3  50m04 翁長　裕太(2)  45m98 知念　豪(3)  44m30 田中　大地(3)  43m47 松盛　佑星(3)  41m85 玉村  弥一郎 (2)  40m25 島田　博紀(3)  37m17 宇良　宗松(1)  36m94
沖　縄･中部商業 NGR 沖　縄･那覇西 NGR 沖　縄･那覇西 鹿児島･鹿児島商業 熊　本･熊本工 沖　縄･中部商業 宮　崎･延岡工 沖　縄･沖カトリック

20日 ハンマー投 野平　真之介(3)  60m11 深利　恭兵(2)  55m13 知念　豪(3)  54m93 仲松美勇士ｸﾘｼｭﾅ(3  52m57 玉村  弥一郎 (2)  51m60 河地　宏侑(3)  49m58 荒牧　秀人(3)  49m50 林田　拓也(3)  48m64
熊　本･河浦 鹿児島･鹿児島商業 沖　縄･那覇西 沖　縄･中部商業 沖　縄･中部商業 熊　本･御船 熊　本･高森 熊　本･松島商

19日 やり投 假屋　圭一郎(3)  62m07 比嘉　善浩(3)  58m07 笠野　眞樹(2)  56m63 杉　直晟(3)  54m86 久保田　涼介(3)  54m85 竹原　祥貴(3)  53m85 岩崎　智孝(2)  53m28 吉田　逸希(2)  52m41
宮　崎･宮崎工 沖　縄･中部商業 鹿児島･鹿児島商業 熊　本･鹿本 宮　崎･都城商 宮　崎･宮崎工 鹿児島･鹿屋工業 沖　縄･南風原

18日八種総合得点西山　尚伸(3)  5408 宮内　文哉(3)  5383 上村　匠(3)  5175 竹上　俊貴(3)  5111 杉本　聖吾(3)  4940 大見謝　恒太(3)  4749 比嘉　康二(3)  4449 尼ヶ塚　貴士(3)  4091
熊　本･玉名 NGR 鹿児島･鹿児島 NGR 鹿児島･出水 熊　本･熊本工 熊　本･球磨工 沖　縄･那覇西 沖　縄･南風原 宮　崎･延岡学園

100-LJ-SP 11.13(+1.3)-6m98(+0.2)-9m83 11.08(+1.3)-6m58(+0.8)-10m14 11.65(+1.4)-6m61(+2.6)-9m47 11.48(+1.3)-6m57(+1.1)-9m42 11.43(+1.4)-6m11(-0.5)-10m94 11.46(+1.4)-6m14(+1.9)-9m24 11.79(+1.3)-6m11(+2.5)-9m55 12.28(+1.3)-5m57(+3.3)-8m35

400-110h-JT 51.23-16.41(+2.7)-42m52 53.32-15.12(+2.2)-49m96 54.70-15.90(+2.7)-47m47 51.06-16.36(+2.7)-41m91 52.55-16.60(+2.2)-41m95 54.41-16.55(+2.2)-46m05 56.32-17.66(+2.7)-44m62 56.69-19.28(+2.2)-43m89

HJ-1500 1m87-4:40.03 1m81-4.52.60 1m87-4:39.46 1m66-4:29.29 1m69-4:45.32 1m54-4:38.98 1m69-5:03.89 1m66-4:43.37

NGR‥大会新記録　　

審判長
トラック：和田　豊重
跳　　躍：中田　大稔
投　　擲：松川洋次郎
混　　成：原田　恭宏
記録主任：村上　利満

対抗得点

トラック 熊本工 32 点 宮崎工 30 点 中部商 22 点 鎮西 21 点 鹿児島実 19 点 九州学院 17 点

フィールド 中部商 23 点 那覇西 23 点 鹿児島商 19 点 鹿児島南 16 点 宮崎工 12 点 熊本工 9 点

混成 玉名 6 点 鹿児島 5 点 出水 4 点 熊本工 3 点 球磨工 2 点 那覇西 1 点

総合 中部商 45 点 熊本工 44 点 宮崎工 42 点 那覇西 31 点 鹿児島南 27 点 鹿児島商 23 点

５位 ６位１位 ２位 ３位 ４位


