
 平成２４年度　都城地区中学校秋季体育大会陸上競技大会
 期日:2012年10月15日  男子決勝一覧表
 競技会場:都城運動公園陸上競技場
 月日  種目  1位  2位  3位  4位  5位  6位  7位  8位

 10/15
 1年男子

 100m
 山﨑  陽貴(1)

 姫城中

 12"5  平松健太郎(1)

 祝吉中

 12"6  德留  勇作(1)

 都城・西中

 12"7  坂下  一真(1)

 姫城中

 12"7  大盛  翔平(1)

 三股中

 12"7  尾上  優太(1)

 姫城中

 12"8  岩満  信吾(1)

 三股中

 13"1  斉藤譲一朗(1)

 高崎中

 13"6

 10/15  200m
 蔵元  航平(1)

 三股中

 26"4  前田  晋弥(1)

 姫城中

 26"9  今山  正人(1)

 祝吉中

 27"5  田畑  勇斗(1)

 高崎中

 27"9  乙守  桂汰(1)

 妻ヶ丘中

 27"9  金田  祐汰(1)

 三股中

 28"3  新    大我(1)

 都城・西中

 30"6  山田  昂椰(1)

 庄内中

 31"0

 10/15  1500m
 上村  友翼(1)

 三股中

 4'52"4  堤    央良(1)

 沖水中

 5'01"3  中原  幸大(1)

 沖水中

 5'09"3  大保  雄飛(1)

 姫城中

 5'20"0  溝川  敦也(1)

 さくら聴覚

 5'24"8  中島    翔(1)

 姫城中

 5'29"9  宮崎    誠(1)

 三股中

 5'52"4  下池  太輝(1)

 沖水中

 6'00"6

 10/15  3000m
 山田  俊輔(1)

 三股中

 10'36"1  福永  響希(1)

 妻ヶ丘中

 10'49"6  河野  祥哉(1)

 妻ヶ丘中

 11'01"6  緒方  治綺(1)

 都城・西中

 11'48"3  永田  慎吾(1)

 高崎中

 12'02"6

 10/15  100mH
 向原心太朗(1)

 三股中

 18"2  田之上真一郎(1)

 妻ヶ丘中

 19"8  川原  光平(1)

 三股中

 20"3  川平  舜祐(1)

 高崎中

 20"3  堀    幸希(1)

 三股中

 21"1

 10/15
 2年男子

 100m
 向原  直人(2)

 高城中

 12"3  上村  直樹(2)

 妻ヶ丘中

 12"3  天神  照仁(2)

 妻ヶ丘中

 12"6  橋本  晴貴(2)

 高城中

 12"6  菓子野太一(2)

 庄内中

 12"6  猿澤  正樹(2)

 都城・西中

 12"7  尾崎  翔一(2)

 高崎中

 13"0  下沖  悠喜(2)

 三股中

 13"5

 10/15  200m
 鶴    凌輔(2)

 三股中

 25"0  今村  彪吾(2)

 都城・西中

 26"2  益滿  亮人(2)

 妻ヶ丘中

 26"4  松本  丞司(2)

 庄内中

 26"4  脇屋  直人(2)

 高崎中

 26"4  宮元  竜聖(2)

 高崎中

 26"6  朽木  貴広(2)

 三股中

 27"5

 10/15  1500m
 重留  昂洋(2)

 三股中

 4'28"3  近藤瀬瑠那(2)

 沖水中

 4'49"4  瀬川  浩志(2)

 中郷中

 4'50"2  有村  優一(2)

 姫城中

 4'51"6  玉井  教仁(2)

 沖水中

 4'53"3  馬方  圭吾(2)

 妻ヶ丘中

 4'53"5  児玉    暁(2)

 高崎中

 5'11"6  伊熊  駿一(2)

 姫城中

 5'27"5

 10/15  3000m
 前田  航輝(2)

 三股中

 9'41"7  川越  聖史(2)

 三股中

 10'14"9  中村    聖(2)

 妻ヶ丘中

 10'22"1  西ノ原早飛(2)

 中郷中

 10'22"7  平田  省吾(2)

 都城・西中

 10'59"3  中別府  翼(2)

 志和池中

 12'14"5  中村  洸星(2)

 庄内中

 12'28"2  藤村  泰太(2)

 志和池中

 12'47"6

 10/15  110mH
 甲斐  大樹(2)

 都城・西中

 18"0  佐藤  大誠(2)

 三股中

 18"3  山田  勇弥(2)

 妻ヶ丘中

 18"8  新盛  俊秋(2)

 妻ヶ丘中

 19"6  中村  皓大(2)

 高崎中

 20"5  萬代  海成(2)

 志和池中

 21"0

 10/15
 共通男子

 400m
 新地  直人(2)

 三股中

 59"1  川野  智博(2)

 妻ヶ丘中

 59"8  庭田  順平(2)

 高崎中

 1'00"3  川内  聖史(2)

 妻ヶ丘中

 1'01"4  亀岡    稜(2)

 高崎中

 1'03"4  後迫  冬馬(2)

 庄内中

 1'05"4  大竹  琢斗(2)

 高崎中

 1'07"8

 10/15  800m
 長友  政樹(2)

 妻ヶ丘中

 2'17"7  杉村  雄大(2)

 姫城中

 2'24"7  川畑  友人(2)

 妻ヶ丘中

 2'28"0  德重  雅斗(2)

 高崎中

 2'30"1  椎葉  聡士(2)

 都城・西中

 2'34"2  福留    航(2)

 志和池中

 2'34"7  桑畑  智倖(2)

 志和池中

 2'46"7  大平原雄大(2)

 高崎中

 2'57"7

 10/15  4x100mR

 三股中
 大盛  翔平(1)
 蔵元  航平(1)
 新地  直人(2)
 鶴    凌輔(2)

 49"3  妻ヶ丘中
 八木楓之介(2)
 天神  照仁(2)
 益滿  亮人(2)
 上村  直樹(2)

 49"4  姫城中
 前田  晋弥(1)
 坂下  一真(1)
 尾上  優太(1)
 杉村  雄大(2)

 51"1  都城・西中
 德留  勇作(1)
 甲斐  大樹(2)
 松田  玲希(1)
 今村  彪吾(2)

 52"3  祝吉中
 小坂  海人(1)
 平松健太郎(1)
 今山  正人(1)
 佐々木賢人(1)

 53"5  沖水中
 正ヶ峯又貴(2)
 玉井  教仁(2)
 堤    央良(1)
 近藤瀬瑠那(2)

 53"6  庄内中
 山田  昂椰(1)
 菓子野太一(2)
 後迫  冬馬(2)
 松本  丞司(2)

 53"6  志和池中
 巣立健太郎(2)
 清水  康我(2)
 藤村  泰太(2)
 萬代  海成(2)

 56"1

 10/15  走高跳
 持永  拓弥(2)

 妻ヶ丘中

 1m45  加藤    響(2)

 小松原中

 1m30  神之門康太(2)

 三股中

 1m30  寺本    豊(2)

 三股中

 1m20  大峰    優(1)

 三股中

 1m15

 10/15  走幅跳
 八木楓之介(2)

 妻ヶ丘中

 5m14  橋本  優太(1)

 小松原中

 4m90  川崎  千尋(2)

 都城・西中

 4m76  青屋  海斗(1)

 高崎中

 4m42  巣立健太郎(2)

 志和池中

 4m24  金田龍太郎(1)

 都城・西中

 4m10  杉元千可志(1)

 さくら聴覚

 3m53

 10/15  砲丸投
 前田  王河(2)

 三股中

 7m80  前田  春輝(1)

 小松原中

 7m11  長﨑  智也(2)

 志和池中

 6m61  松岡  佑恭(2)

 姫城中

 6m37  大峰  怜司(1)

 三股中

 6m31  宮島    蓮(2)

 妻ヶ丘中

 6m20  谷村  謙仁(2)

 姫城中

 5m00  坂下    亮(1)

 志和池中

 4m74

 1/2



 平成２４年度　都城地区中学校秋季体育大会陸上競技大会
 期日:2012年10月15日  女子決勝一覧表
 競技会場:都城運動公園陸上競技場
 月日  種目  1位  2位  3位  4位  5位  6位  7位  8位

 10/15
 1年女子

 100m
 吉田    鈴(1)

 妻ヶ丘中

 13"9  桜木  実莉(1)

 三股中

 13"9  西郷  昌美(1)

 五十市中

 14"1  西畑  佑紀(1)

 三股中

 14"2  田島  芳菜(1)

 五十市中

 14"3  宇宿  恵菜(1)

 小松原中

 14"4  主税  礼菜(1)

 祝吉中

 14"6  城山  怜那(1)

 庄内中

 14"7

 10/15  200m
 日高真菜実(1)

 三股中

 29"3  田口  楓佳(1)

 都城・西中

 29"5  永﨑  杏莉(1)

 五十市中

 30"0  桑田  樹里(1)

 都城・西中

 30"0  迫田明香里(1)

 妻ヶ丘中

 30"0  貝山  愛理(1)

 五十市中

 30"3  竹尾  茜音(1)

 三股中

 30"4  青木  七海(1)

 都城・西中

 31"3

 10/15  800m
 内枦保  舞(1)

 三股中

 2'30"8  福重夏菜子(1)

 三股中

 2'41"9  岩下  知仙(1)

 五十市中

 2'43"3  兒玉  梨奈(1)

 五十市中

 2'44"9  香川  七海(1)

 中郷中

 2'46"5  野口  明莉(1)

 都城・西中

 2'46"8  山下菜々香(1)

 高崎中

 2'51"1  長友  優花(1)

 志和池中

 3'05"6

 10/15  80mH
 福永  真世(1)

 三股中

 14"8  山元  萌子(1)

 志和池中

 16"0  佐藤紋巳彩(1)

 三股中

 16"3  坂元  望晏(1)

 三股中

 16"3  松下    葵(1)

 都城・西中

 16"9  松下    楓(1)

 都城・西中

 17"3  坊地  未帆(1)

 五十市中

 17"6  小園  麻緒(1)

 五十市中

 20"3

 10/15
 2年女子

 100m
 長倉  佳奈(2)

 三股中

 13"1  和田  恵美(2)

 庄内中

 13"4  宮田  彩圭(2)

 三股中

 13"7  時任由紀代(2)

 三股中

 13"9  郡田  華奈(2)

 妻ヶ丘中

 14"1  吉行  世和(2)

 志和池中

 14"5  新地  慶香(2)

 志和池中

 14"7  高橋  美友(2)

 沖水中

 15"3

 10/15  200m
 根井  雪名(2)

 三股中

 28"8  原田  絢菜(2)

 祝吉中

 29"3  中島  千佳(2)

 高崎中

 29"3  林    桃華(2)

 三股中

 29"3  奥    琴音(2)

 妻ヶ丘中

 29"3  去川  愛梨(2)

 五十市中

 29"6  高木  ゆり(2)

 姫城中

 30"1  吉松  美咲(2)

 高崎中

 31"2

 10/15  800m
 石川  綾乃(2)

 中郷中

 2'31"4  今村ありさ(2)

 姫城中

 2'32"5  河野菜々子(2)

 妻ヶ丘中

 2'39"1  中村  海友(2)

 中郷中

 2'42"9  谷口  杏南(2)

 姫城中

 2'45"2  亀川  華奈(2)

 中郷中

 2'48"7  橋本朝日香(2)

 庄内中

 2'52"3  吉原  美輝(2)

 志和池中

 3'12"1

 10/15  100mH
 木島  聖彩(2)

 妻ヶ丘中

 18"0  髙橋  葉月(2)

 庄内中

 18"3  冨永茉莉恵(2)

 三股中

 18"6  田中  千絵(2)

 妻ヶ丘中

 19"0  外山  優海(2)

 五十市中

 19"1  髙木  吹姫(2)

 姫城中

 19"8  藤本    愛(2)

 三股中

 20"3  下田  海帆(2)

 高崎中

 21"1

 10/15
 共通女子

 1500m
 谷口    愛(2)

 三股中

 5'01"3  田野芙未佳(1)

 三股中

 5'20"6  伊地知美乃(1)

 祝吉中

 5'25"7  濱田美帆音(2)

 五十市中

 5'25"9  上水  あみ(1)

 三股中

 5'39"6  上村  美有(2)

 妻ヶ丘中

 5'49"6  浦浪  結月(2)

 姫城中

 5'52"4  戸髙美沙都(2)

 祝吉中

 5'59"2

 10/15  4x100mR

 三股中
 林    桃華(2)
 長倉  佳奈(2)
 宮田  彩圭(2)
 時任由紀代(2)

 53"6  妻ヶ丘中
 田中  千絵(2)
 吉田    鈴(1)
 木島  聖彩(2)
 郡田  華奈(2)

 56"0  庄内中
 髙橋  葉月(2)
 城山  怜那(1)
 山元  結花(1)
 和田  恵美(2)

 57"5  五十市中
 去川  愛梨(2)
 西郷  昌美(1)
 外山  優海(2)
 前村  奈央(2)

 57"5  志和池中
 吉行  世和(2)
 新地  慶香(2)
 山元  萌子(1)
 米澤  実花(2)

 57"7  姫城中
 谷口  杏南(2)
 今村ありさ(2)
 髙木  吹姫(2)
 高木  ゆり(2)

 57"7  高崎中
 吉松  美咲(2)
 白川  美歩(1)
 青屋  瑞稀(2)
 中島  千佳(2)

 1'00"0

 10/15  走高跳
 村田  智美(2)

 小松原中

 1m35  白川  美歩(1)

 高崎中

 1m25  伊尻  桃子(1)

 五十市中

 1m20  前村  奈央(2)

 五十市中

 1m15  原田  美空(1)

 中郷中

 1m10
 ｼﾞｬﾝﾌﾟｵﾌ

 山元  麻由(1)

 三股中

 1m10
 ｼﾞｬﾝﾌﾟｵﾌ

 中前日菜子(2)

 三股中

 1m10  大橋雅奈美(1)

 小松原中

 1m05

 10/15  走幅跳
 宮田  風華(2)

 三股中

 4m38  黒木  美奈(1)

 三股中

 4m33  大宝    愛(2)

 都城・西中

 4m20  豊広  美知(2)

 祝吉中

 4m05  米澤  実花(2)

 志和池中

 3m90  園田  優希(1)

 妻ヶ丘中

 3m83  飛松  真生(2)

 五十市中

 3m79  西    飛香(2)

 小松原中

 3m76

 10/15  砲丸投
 梶本いるる(2)

 妻ヶ丘中

 6m87  上池向日葵(1)

 妻ヶ丘中

 6m63  丸山  詩織(2)

 志和池中

 6m58  松井香菜乃(1)

 五十市中

 6m52  小永吉真采(1)

 三股中

 6m10  西郷  瑠奈(2)

 五十市中

 5m87  谷口明日香(2)

 三股中

 5m82  平川満里奈(1)

 五十市中

 5m39

 2/2


