
 第36回延岡地区中学校秋季体育大会陸上競技
 期日:2012年10月12日  男子決勝一覧表
 競技会場:西階陸上競技場
 月日  種目  1位  2位  3位  4位  5位  6位  7位  8位

 10/12
 延岡1年男子

 100m
 中島  健斗(1)

 東海

 13"32  坂本  大紀(1)

 西階

 13"40  片山    翼(1)

 尚学館

 13"56  平﨑  大祐(1)

 東海

 14"10  甲斐  龍一(1)

 南

 14"10  谷村    蓮(1)

 黒岩

 15"13  古谷  謙斗(1)

 恒富

 15"90  岡本  凌太(1)

 東海

 16"01

 10/12  200m
 松山  朋矢(1)

 東海

 27"09  田中  光樹(1)

 岡富

 27"50  藤田  真翠(1)

 岡富

 28"23  山田  大喜(1)

 東海

 28"29  吉岡  恒陽(1)

 北方

 28"30  安藤  翔希(1)

 北川

 30"04  田島  大聖(1)

 東海

 33"16

 10/12  1500m
 吉武  慶太(1)

 尚学館

 4'51"53  川﨑    陸(1)

 延岡

 4'52"03  矢野  嵩明(1)

 岡富

 4'57"09  戸島    崚(1)

 南

 5'01"73  請関  哲也(1)

 南

 5'09"49

 10/12  3000m
 青木  大河(1)

 岡富

 10'35"86  木村  勇斗(1)

 東海

 10'58"11  岩本  渓吾(1)

 土々呂

 11'22"36

 10/12  100mH
 渡部  俊輝(1)

 西階

 16"38
 大会新

 石塚    陸(1)

 南

 18"02  川野  太揮(1)

 南

 18"96

 10/12
 延岡2年男子

 100m
 加行  晃久(2)

 尚学館

 12"90  山田  利樹(2)

 土々呂

 12"98  甲斐  隆資(2)

 南方

 14"60  藤波  直人(2)

 黒岩

 14"96  林田  裕太(2)

 黒岩

 15"57

 10/12  200m
 松濱    碧(2)

 尚学館

 25"74  福永  弘晟(2)

 土々呂

 26"26  廣石  拓海(2)

 南

 27"06  甲斐  康行(2)

 土々呂

 27"43  横山賢一郎(2)

 東海

 27"87  仕垣    宇(2)

 北川

 30"49  広瀬  健太(2)

 北川

 33"50

 10/12  1500m
 清家  由宇(2)

 岡富

 4'30"10  柴田  成里(2)

 西階

 4'45"91  濱田  颯佑(2)

 西階

 4'48"45  興梠  竜生(2)

 西階

 4'50"25  赤間  瑛一(2)

 土々呂

 5'20"86

 10/12  3000m
 柳瀬  涼介(2)

 岡富

 9'38"77
 大会新

 田邉  椋大(2)

 北方

 10'42"55  小野  和輝(2)

 東海

 10'44"55  辻    優希(2)

 東海

 11'17"77

 10/12  110mH
 寺原  史亜(2)

 土々呂

 21"06

 10/12
 延岡共通男子

 400m
 三重野慶希(2)

 西階

 56"96  黒田  将気(2)

 岡富

 58"08  平田  裕大(1)

 西階

 1'01"30  甲斐  青空(2)

 土々呂

 1'01"60  金子  大輔(2)

 東海

 1'02"20  平塚  夕聖(1)

 西階

 1'02"52  木原  雅貴(1)

 北方

 1'09"85  三雲  康弘(2)

 南

 1'13"63

 10/12  800m
 黒田  大喜(2)

 南

 2'18"55  甲斐    翼(2)

 東海

 2'18"61  河内  悠太(2)

 南

 2'24"61  佐竹  涼介(2)

 南

 2'28"91  水田    優(1)

 西階

 2'38"90  岩切  陽樹(1)

 西階

 2'51"99

 10/12  4x100mR

 西階A
 濱田  颯佑(2)
 渡部  俊輝(1)
 三重野慶希(2)
 富山  洋輝(2)

 49"53  尚学館
 吉武  慶太(1)
 片山    翼(1)
 加行  晃久(2)
 松濱    碧(2)

 50"68  西階B
 柴田  成里(2)
 岩切  魁人(1)
 平田  裕大(1)
 坂本  大紀(1)

 50"86  岡富
 藤田  真翠(1)
 黒田  将気(2)
 田中  光樹(1)
 柳瀬  涼介(2)

 51"29  土々呂
 甲斐  康行(2)
 寺原  史亜(2)
 甲斐  青空(2)
 山田  利樹(2)

 51"88  東海B
 金子  大輔(2)
 堀田  右京(2)
 小屋松大輝(2)
 平﨑  大祐(1)

 52"27  東海A
 山本  瑠樹(2)
 山田  大喜(1)
 中島  健斗(1)
 横山賢一郎(2)

 52"64  南B
 小野  裕太(1)
 甲斐  龍一(1)
 石塚    陸(1)
 河内  悠太(2)

 55"38

 10/12  走幅跳
 山本  瑠樹(2)

 東海

 5m44  堀田  右京(2)

 東海

 5m15  小屋松大輝(2)

 東海

 5m13  岩切  魁人(1)

 西階

 5m04  松本拳志竜(2)

 北川

 4m21

 10/12  砲丸投
 富山  洋輝(2)

 西階

 8m67  佐藤  将星(2)

 南方

 7m22  樫村  涼佑(2)

 北川

 7m09  向山  尋喜(1)

 東海

 4m64
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 第36回延岡地区中学校秋季体育大会陸上競技
 期日:2012年10月12日  女子決勝一覧表
 競技会場:西階陸上競技場
 月日  種目  1位  2位  3位  4位  5位  6位  7位  8位

 10/12
 延岡1年女子

 100m
 佐藤  望愛(1)

 南

 14"21  小井手里帆(1)

 西階

 14"25  山部  遥音(1)

 東海

 14"54  高橋  凪沙(1)

 土々呂

 14"90  田島  梨央(1)

 土々呂

 15"33  大山  愛生(1)

 土々呂

 16"09

 10/12  200m
 荒木  菜緒(1)

 東海

 28"71  吉薗  侑未(1)

 土々呂

 29"78  節賀  文音(1)

 東海

 30"89  松井  彩美(1)

 岡富

 31"36  上野  舞優(1)

 恒富

 34"66  秋田  裕美(1)

 恒富

 37"24

 10/12  800m
 木村  真紀(1)

 西階

 2'40"05  海野    楓(1)

 土々呂

 2'40"32  内田  和奈(1)

 土々呂

 2'50"24  谷口  暖乃(1)

 尚学館

 2'53"83  前田  彩華(1)

 恒富

 3'01"64  松井  悠乃(1)

 恒富

 3'05"66  沖田  聖加(1)

 恒富

 3'06"13  甲斐  南那(1)

 恒富

 3'06"16

 10/12  80mH
 黒木  結愛(1)

 西階

 12"65
 大会新

 河野  志歩(1)

 岡富

 13"01
 大会新

 10/12
 延岡2年女子

 100m
 長山  未来(2)

 土々呂

 14"42  早瀬  美佑(2)

 東海

 14"44  谷    優奈(2)

 西階

 15"18  渡部  優妃(2)

 尚学館

 15"26  水口  明星(2)

 尚学館

 15"97  生島  未来(2)

 黒岩

 15"97

 10/12  200m
 熊本  夏萌(2)

 東海

 28"77  和田  明莉(2)

 土々呂

 29"34  森竹  彩圭(2)

 東海

 31"31

 10/12  800m
 原田  葉月(2)

 土々呂

 2'26"18
 大会新

 古小路七海(2)

 岡富

 2'30"43  平田しずく(2)

 西階

 2'42"85  甲斐茉莉穂(2)

 東海

 2'43"01  岩崎  紗綾(2)

 土々呂

 2'48"35  笠江  美夏(2)

 南方

 2'53"02  川﨑  麻未(2)

 南

 2'55"91  小野亜衣梨(2)

 南

 3'01"72

 10/12  100mH
 重黒木和花(2)

 延岡

 18"12  中城  奈那(2)

 岡富

 18"51  田丸  莉奈(2)

 南

 20"36  高森  優希(2)

 延岡

 21"89

 10/12
 延岡共通女子

 1500m
 田口由希菜(2)

 土々呂

 5'58"26  竹森  夏実(2)

 岡富

 6'12"57  津田  優莉(2)

 南

 6'23"42

 10/12  4x100mR

 東海A
 早瀬  美佑(2)
 山部  遥音(1)
 熊本  夏萌(2)
 荒木  菜緒(1)

 53"27
 大会新

 南
 川﨑  麻未(2)
 髙津あゆみ(1)
 佐藤  望愛(1)
 川野  伶奈(2)

 53"51
 大会新

 西階
 谷    優奈(2)
 小井手里帆(1)
 黒木  結愛(1)
 木村  真紀(1)

 54"27  土々呂A
 吉薗  侑未(1)
 長山  未来(2)
 和田  明莉(2)
 高橋  凪沙(1)

 54"36  岡富
 松井  彩美(1)
 河野  志歩(1)
 中城  奈那(2)
 古小路七海(2)

 54"52  東海B
 甲斐  千尋(1)
 節賀  文音(1)
 吉田  ゆい(2)
 森竹  彩圭(2)

 57"50  土々呂B
 大山  愛生(1)
 佐藤真梨乃(2)
 藤岡    陽(1)
 田島  梨央(1)

 58"21  尚学館
 渡邊  真衣(2)
 渡部  優妃(2)
 水口  明星(2)
 甲斐ひなの(1)

 1'03"02

 10/12  走高跳
 佐藤真梨乃(2)

 土々呂

 1m43
 大会新

 髙津あゆみ(1)

 南

 1m35
 大会ﾀｲ

 甲斐  千尋(1)

 東海

 1m35
 大会ﾀｲ

 外山  菜々(2)

 東海

 1m30  日高  光彩(2)

 東海

 1m15  藤島樹璃亜(2)

 南

 1m10

 10/12  走幅跳
 川野  伶奈(2)

 南

 4m85  山浦菜々花(2)

 土々呂

 4m24  髙田  裕里(2)

 東海

 4m15  吉田  ゆい(2)

 東海

 3m98  浜田  悠希(2)

 北川

 3m42  大崎  央桂(2)

 北川

 3m29  茂  穂乃香(2)

 北川

 3m01

 10/12  砲丸投
 矢野  里紗(2)

 北川

 7m68  河野  瑞樹(2)

 北川

 7m16  富山  風花(2)

 北川

 7m10  茂    紀香(2)

 土々呂

 6m92  伊藤萌々香(2)

 北川

 6m71  藤岡    陽(1)

 土々呂

 6m64  杉田  聖子(1)

 土々呂

 6m63
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