
 第68回西諸地区中学校総合体育大会　陸上競技大会
 期日:2017年6月15日  男子決勝一覧表
 競技会場:小林市総合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

 6/15
 1年男子

 100m
 滝口  俊人(1)

 三松中

 12"4  村上  友康(1)

 小林中

 13"2  森高  弘太(1)

 小林中

 13"2  重信  和宏(1)

 西小林中

 13"5  遠矢    陸(1)

 小林中

 13"7  有馬  拓哉(1)

 高原中

 13"9  田中  滉大(1)

 三松中

 13"9  大濵  聖也(1)

 後川内中

 14"0

 6/15  1500m
 杉元  健斗(1)

 紙屋中

 5'09"8  谷元  逸暉(1)

 加久藤中

 5'14"7  立神  壱成(1)

 紙屋中

 5'15"8  嶺石  夢翔(1)

 野尻中

 5'19"0  大平  悠太(1)

 永久津中

 5'19"2  下薗  由大(1)

 東方中

 5'21"8  川添  陽貴(1)

 西小林中

 5'22"7  春田  蹴輔(1)

 三松中

 5'24"8

 6/15
 2年男子

 100m
 大濵  大和(2)

 後川内中

 12"2  鷹巣  彪雅(2)

 三松中

 12"2  石ヶ野泰地(2)

 小林中

 12"4  宮下  晴大(2)

 小林中

 12"7  淵上  堅心(2)

 野尻中

 12"9  佐藤  秀彦(2)

 小林中

 13"0  鹿島  大誠(2)

 須木中

 13"2  西川  稜劍(2)

 高原中

 13"4

 6/15  1500m
 九嶋  恵帆(2)

 高原中

 4'35"9  淵上  堅心(2)

 野尻中

 4'43"1  矢﨑  奎伍(2)

 小林中

 4'46"8  梅北  賢志(2)

 飯野中

 4'48"7  上之薗叶冴(2)

 東方中

 4'49"3  鹿島  大誠(2)

 須木中

 5'04"2  平野  蒼真(2)

 紙屋中

 5'11"5  本坊  嗣音(2)

 飯野中

 5'14"1

 6/15
 3年男子

 100m
 久留木  匠(3)

 西小林中

 12"1  塚本  拓磨(3)

 細野中

 12"3  岩﨑  真斗(3)

 野尻中

 12"3  塩畑  龍稀(3)

 野尻中

 12"3  西之原快人(3)

 永久津中

 12"6  椎屋皓太朗(3)

 細野中

 12"8  黒木  健生(3)

 永久津中

 12"8  春山  渚斗(3)

 真幸中

 12"9

 6/15  1500m
 松田  佳樹(3)

 小林中

 4'33"0  大牟田海斗(3)

 西小林中

 4'36"2  中原  理克(3)

 高原中

 4'37"9  宮内  宏綺(3)

 小林中

 4'44"7  森岡  騎士(3)

 永久津中

 4'45"2  熊ノ迫寛人(3)

 西小林中

 4'47"0  大久保颯真(3)

 野尻中

 5'06"0  山下  大貴(3)

 小林中

 5'08"1

 6/15
 共通男子

 200m
 塩畑  龍稀(3)

 野尻中

 25"3  山之口  蓮(3)

 西小林中

 26"5  椎屋皓太朗(3)

 細野中

 26"7  佐藤  秀彦(2)

 小林中

 26"9  春山  渚斗(3)

 真幸中

 27"1  西川  稜劍(2)

 高原中

 27"2  伊藤幸氏輔(3)

 野尻中

 28"0  岡原    淳(3)

 永久津中

 28"0

 6/15  400m
 才田  星流(3)

 野尻中

 57"3  山之口  蓮(3)

 西小林中

 58"8  冨満  泰雅(3)

 西小林中

 1'00"5  富満  優彦(2)

 小林中

 1'00"5  安樂  拓真(3)

 加久藤中

 1'02"5  竹畑  天里(3)

 加久藤中

 1'03"4  辻    夏輝(3)

 加久藤中

 1'07"6  横山  泰季(3)

 須木中

 1'08"2

 6/15  800m
 加藤  太一(2)

 三松中

 2'14"0  矢﨑  奎伍(2)

 小林中

 2'18"5  冨満  泰雅(3)

 西小林中

 2'18"7  平  敬一郎(3)

 加久藤中

 2'18"8  山下  大貴(3)

 小林中

 2'20"5  梅北  賢志(2)

 飯野中

 2'20"8  永元  心動(3)

 加久藤中

 2'22"4  平野  蒼真(2)

 紙屋中

 2'26"2

 6/15  3000m
 九嶋  恵帆(2)

 高原中

 9'32"7  中原  理克(3)

 高原中

 9'33"4  大牟田海斗(3)

 西小林中

 9'36"1  熊ノ迫寛人(3)

 西小林中

 9'37"1  松田  佳樹(3)

 小林中

 9'50"5  小田  峻也(2)

 紙屋中

 10'12"5  宮内  宏綺(3)

 小林中

 10'15"0  西之原悠人(3)

 西小林中

 10'49"5

 6/15  110mH
 塚本  拓磨(3)

 細野中

 17"2  柳丸  竜輝(3)

 加久藤中

 17"9  竹畑  天里(3)

 加久藤中

 18"8

 6/15  4x100mR

 野尻中
 岩﨑  真斗(3)
 塩畑  龍稀(3)
 脇村  英寿(3)
 才田  星流(3)

 48"6  西小林中
 山之口  蓮(3)
 小園  想楽(3)
 横山    諒(3)
 久留木  匠(3)

 48"6  加久藤中
 永元  心動(3)
 米倉  涼太(3)
 柳丸  竜輝(3)
 横手慎一郎(3)

 49"4  永久津中
 森岡  騎士(3)
 黒木  健生(3)
 岡原    淳(3)
 西之原快人(3)

 50"2  須木中
 平野    空(3)
 前田  樹里(3)
 鹿島  大誠(2)
 横山  泰季(3)

 51"2  小林中
 佐藤  秀彦(2)
 村﨑竜之輔(3)
 楠本  凱陸(3)
 北ノ薗塔也(2)

 51"2  細野中
 塚本  拓磨(3)
 竹村  駿希(1)
 有尾  凌光(1)
 椎屋皓太朗(3)

 52"7  高原中
 荒殿  貴琉(3)
 西川  稜劍(2)
 黒木  幸弥(1)
 有馬  拓哉(1)

 53"1

 6/15
 １・２年男子

 100mH
 宮下  晴大(2)

 小林中

 15"3  北ノ薗塔也(2)

 小林中

 16"6  鷹巣  彪雅(2)

 三松中

 17"1  小斉平昌毅(1)

 三松中

 18"8  村上  友康(1)

 小林中

 19"0

 6/15

 低学年男子

 4x100mR

 三松中
 加藤  太一(2)
 滝口  俊人(1)
 田中  滉大(1)
 鷹巣  彪雅(2)

 50"2  小林中
 宮下  晴大(2)
 森高  弘太(1)
 遠矢    陸(1)
 石ヶ野泰地(2)

 50"5  西小林中
 前田  冬希(2)
 重信  和宏(1)
 大山  拳史(1)
 熊ノ迫  翔(2)

 54"9  飯野中
 本坊  嗣音(2)
 坂本  颯雅(1)
 山内  啓輔(1)
 梅北  賢志(2)

 57"7  永久津中
 赤木  理樹(2)
 今別府瑛太郎(1)
 大平  悠太(1)
 假屋  奏汰(2)

 58"1

 6/15
 共通男子

 走高跳
 鳥尾  隆登(3)

 小林中

 1m72  小園  想楽(3)

 西小林中

 1m63  柳丸  竜輝(3)

 加久藤中

 1m63  富満  優彦(2)

 小林中

 1m40  森谷凛之介(3)

 加久藤中

 1m30

 6/15  棒高跳
 村﨑竜之輔(3)

 小林中

 2m90  楠本  凱陸(3)

 小林中

 2m90  石ヶ野泰地(2)

 小林中

 2m50

 6/15  走幅跳
 米倉  涼太(3)

 加久藤中

 5m67  横山    諒(3)

 西小林中

 5m63  横手慎一郎(3)

 加久藤中

 5m47  西之原快人(3)

 永久津中

 5m30  前田  樹里(3)

 須木中

 5m28  北ノ薗塔也(2)

 小林中

 5m13  荒殿  貴琉(3)

 高原中

 4m95  横井  竜聖(3)

 野尻中

 4m79

 6/15  三段跳
 村﨑竜之輔(3)

 小林中

 12m79  横手慎一郎(3)

 加久藤中

 12m54  米倉  涼太(3)

 加久藤中

 12m46  横山    諒(3)

 西小林中

 12m38  安樂  拓真(3)

 加久藤中

 10m93

 6/15  砲丸投
 松岡  直弥(3)

 加久藤中

 9m24  石隈  丈正(3)

 西小林中

 8m65  前田海夏斗(3)

 野尻中

 8m64  平  敬一郎(3)

 加久藤中

 8m33  古城  滉二(2)

 加久藤中

 8m16  鎌田  雅邦(2)

 須木中

 8m01  竹村  直哉(3)

 西小林中

 7m17  黒仁田恭一(2)

 小林中

 6m73

 1/2



 第68回西諸地区中学校総合体育大会　陸上競技大会
 期日:2017年6月15日  女子決勝一覧表
 競技会場:小林市総合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

 6/15
 1年女子

 100m
 後藤  愛依(1)

 小林中

 13"7  竹本  七海(1)

 飯野中

 14"2  西村まりこ(1)

 後川内中

 14"5  奥原  冬羽(1)

 小林中

 14"9  山之口愛紗(1)

 西小林中

 15"0  岩越    凜(1)

 高原中

 15"1  富﨑    凜(1)

 小林中

 15"1  前原  佑紀(1)

 西小林中

 15"1

 6/15  800m
 永田ひなの(1)

 紙屋中

 2'32"4  大川内理恋(1)

 小林中

 2'33"7  九嶋  萌恵(1)

 高原中

 2'34"0  桑水流彩香(1)

 小林中

 2'38"3  横矢  寧花(1)

 飯野中

 2'38"6  上田  夢海(1)

 野尻中

 2'42"3  田中  莉乃(1)

 小林中

 2'55"0  永田琳里乃(1)

 西小林中

 2'55"1

 6/15
 3年女子

 100m
 川原    華(3)

 小林中

 13"4  舘下  真亜(3)

 小林中

 14"0  久永  学実(3)

 加久藤中

 14"3  橋満  聖蘭(3)

 飯野中

 14"3  茶園  遥加(3)

 加久藤中

 15"0  東原    麗(3)

 東方中

 15"2  中原    明(3)

 加久藤中

 15"6  貴島    楓(3)

 飯野中

 15"6

 6/15  800m
 末山  優珠(3)

 高原中

 2'25"0  小堀早也佳(3)

 小林中

 2'32"0  三原  菜々(3)

 加久藤中

 2'32"8  野邊  七華(3)

 小林中

 2'40"0  芝原  菜月(3)

 野尻中

 2'50"1  川原  野乃(3)

 野尻中

 2'55"2  長谷りおな(3)

 加久藤中

 2'55"5  益田  優菜(3)

 野尻中

 3'13"8

 6/15
 共通女子

 200m
 岩元  美佳(2)

 高原中

 29"0  川原    華(3)

 小林中

 29"5  湯田  詩織(3)

 加久藤中

 29"9  橋満  聖蘭(3)

 飯野中

 30"0  三原  菜々(3)

 加久藤中

 30"3  桑水流彩香(1)

 小林中

 30"6  山之口愛紗(1)

 西小林中

 30"7  岩越    凜(1)

 高原中

 31"6

 石ヶ野遥夏(1)

 高原中

 8位
 31"6

 6/15  1500m
 末山  優珠(3)

 高原中

 4'53"5  小堀早也佳(3)

 小林中

 5'03"0  藤田  あい(2)

 紙屋中

 5'07"0  宮田  由愛(3)

 飯野中

 5'31"9  西立野愛菜(2)

 西小林中

 5'55"4

 6/15  100mH
 中原    明(3)

 加久藤中

 19"2  茶園  遥加(3)

 加久藤中

 20"4

 6/15  4x100mR

 小林中
 舘下  真亜(3)
 能勢  雅宝(2)
 後藤  愛依(1)
 泥谷菜々子(3)

 53"2  加久藤中
 榎園  美樹(2)
 久永  学実(3)
 三原  菜々(3)
 湯田  詩織(3)

 54"9  飯野中
 黒木  心葉(2)
 橋満  聖蘭(3)
 貴島    楓(3)
 竹本  七海(1)

 56"7  西小林中
 永田琳里乃(1)
 梯    奈奈(1)
 小園  愛海(1)
 徳丸  莉桜(1)

 59"5  東方中
 谷之木さくら(3)
 永迫美羅乃(3)
 八重尾かすみ(3)
 東原    麗(3)

 1'03"4

 6/15
 １・２年女子

 80mH
 能勢  雅宝(2)

 小林中

 12"9  梯    奈奈(1)

 西小林中

 15"2  徳丸  莉桜(1)

 西小林中

 15"5  小園  愛海(1)

 西小林中

 22"1

 6/15

 低学年女子

 4x100mR

 高原中
 岩元  美佳(2)
 九嶋  萌恵(1)
 石ヶ野遥夏(1)
 向井  幸優(2)

 57"5  小林中
 吉野喜生来(2)
 富﨑    凜(1)
 松田  千幸(1)
 山本  真夏(2)

 59"5  西小林中
 西立野愛菜(2)
 前原  佑紀(1)
 山之口愛紗(1)
 志水  琴菜(2)

 1'00"6  三松中
 安藤  紗都(2)
 田中  七海(1)
 冨髙みさき(1)
 川﨑  麗礼(2)

 1'04"5

 6/15
 2年女子

 100m
 能勢  雅宝(2)

 小林中

 13"5  榎園  美樹(2)

 加久藤中

 13"8  立山  千蓮(2)

 野尻中

 13"9  岩元  美佳(2)

 高原中

 13"9  黒木  心葉(2)

 飯野中

 14"7  向井  幸優(2)

 高原中

 14"9  吉野喜生来(2)

 小林中

 15"0  茶園  貴子(2)

 加久藤中

 15"8

 6/15  800m
 藤田  あい(2)

 紙屋中

 2'31"9  前山  由奈(2)

 小林中

 2'32"3  山本  真夏(2)

 小林中

 2'34"2  川野    雅(2)

 野尻中

 2'35"2  松嶺  薫奈(2)

 紙屋中

 2'37"9  西道  楓佳(2)

 須木中

 2'45"8  西立野愛菜(2)

 西小林中

 2'57"4  上熊須  葵(2)

 加久藤中

 3'03"9

 6/15
 共通女子

 走高跳
 泥谷菜々子(3)

 小林中

 1m25

 6/15  走幅跳
 久永  学実(3)

 加久藤中

 4m69  舘下  真亜(3)

 小林中

 4m47  後藤  愛依(1)

 小林中

 4m46  泥谷菜々子(3)

 小林中

 4m29  榎園  美樹(2)

 加久藤中

 4m19  向井  幸優(2)

 高原中

 3m69  木村安智依(1)

 西小林中

 3m64  徳丸  莉桜(1)

 西小林中

 3m60

 6/15  砲丸投
 中山  華子(3)

 小林中

 12m30  川﨑  麗礼(2)

 三松中

 8m31  吉野喜生来(2)

 小林中

 8m25  坂下くるみ(3)

 三松中

 8m17  湯田  詩織(3)

 加久藤中

 7m92  豊原  未来(1)

 小林中

 5m16

 2/2


