
 第68回西都児湯地区中学校総合体育大会陸上競技
 期日:2017年6月19日  男子決勝一覧表
 競技会場:藤見公園陸上競技場
 月日  種目  1位  2位  3位  4位  5位  6位  7位  8位

 6/19
 3年男子

 100m
 新名  旭陽(3)

 都農

 12"3  永友  策大(3)

 高鍋東

 12"5  中武  大地(3)

 三財

 12"6  井上    優(3)

 高鍋東

 13"0  高橋  知也(3)

 富田

 13"2

 6/19  1500m
 難波江  仁(3)

 妻

 4'24"0  矢野  朱馬(3)

 妻

 4'30"0  三枝  大起(3)

 高鍋東

 4'32"7  矢野  廣人(3)

 都農

 4'42"0  石黒  佑樹(3)

 新田

 4'43"3  大城  大駿(3)

 唐瀬原

 5'00"5  疋田  伸也(3)

 国光原

 5'18"3  永田樹貴矢(3)

 唐瀬原

 5'44"4

 6/19
 2年男子

 100m
 西吉  栞太(2)

 高鍋東

 11"8  宮本  颯太(2)

 富田

 12"3  横山  巧輝(2)

 高鍋東

 12"7  三宅  亮太(2)

 三財

 13"2  吉田  翔一(2)

 国光原

 13"4  大久保岳人(2)

 上新田

 14"2

 6/19  1500m
 澤田  凌空(2)

 富田

 4'43"5  後藤  浩美(2)

 都於郡

 4'49"8  小城  勝悟(2)

 国光原

 5'04"2  森崎  眞人(2)

 木城

 5'10"7  黒木  太一(2)

 都農

 5'14"2  田原  丈靖(2)

 木城

 5'19"4  山道  碧斗(2)

 国光原

 5'19"7  樋口  寿幸(2)

 高鍋東

 5'32"8

 6/19
 1年男子

 100m
 森竹  翔愛(1)

 木城

 12"9  帳    悟志(1)

 高鍋西

 13"0  鳥原  幹太(1)

 富田

 13"4  矢北  楓汰(1)

 新田

 13"6  齋藤  好誠(1)

 都於郡

 14"0  岩田  斗来(1)

 唐瀬原

 14"2

 6/19  1500m
 河野  圭志(1)

 高鍋東

 4'45"3  猪野  裕侑(1)

 新田

 4'57"6  牧草  大和(1)

 木城

 4'59"1  村岡  柊輔(1)

 富田

 5'13"0  野口  奨馬(1)

 国光原

 5'31"7  河野  勇月(1)

 都農

 5'36"3  塩谷純一郎(1)

 高鍋東

 5'36"5  長友  颯仁(1)

 富田

 5'36"7

 6/19
 共通男子

 200m
 西吉  栞太(2)

 高鍋東

 23"8  新名  旭陽(3)

 都農

 24"4  森    敏樹(3)

 国光原

 25"2  林田  雄喜(2)

 高鍋東

 25"5  稲田  雅人(2)

 妻

 25"7  森竹  翔愛(1)

 木城

 26"7

 6/19  400m
 稲田  雅人(2)

 妻

 57"5  本田    塁(3)

 富田

 59"9  小野  舜介(2)

 木城

 1'00"9  守部    光(2)

 高鍋東

 1'01"6  髙山  幸輝(2)

 木城

 1'02"0  齋藤  巧弥(3)

 都於郡

 1'02"3  中村綺莉斗(2)

 高鍋東

 1'03"1  斉藤  比呂(3)

 都於郡

 1'06"3

 6/19  800m
 矢野  廣人(3)

 都農

 2'14"2  矢野  裕大(3)

 唐瀬原

 2'20"6  新藤  将太(2)

 高鍋東

 2'22"1  後藤  紘孝(3)

 都於郡

 2'26"5  郡司  颯大(1)

 富田

 2'33"7  戸敷  翔悟(3)

 都於郡

 2'35"7  佐藤  翔太(3)

 唐瀬原

 2'39"8  田原  丈靖(2)

 木城

 2'42"1

 6/19  3000m
 難波江  仁(3)

 妻

 9'34"2  矢野  朱馬(3)

 妻

 9'42"0  河野孝太郎(3)

 高鍋東

 10'04"1  大山  和輝(2)

 木城

 10'39"6  後藤  浩美(2)

 都於郡

 10'43"1  串間  奏太(3)

 高鍋東

 10'45"7  三角  弘斗(3)

 国光原

 10'56"7  黒木  太一(2)

 都農

 11'13"2

 6/19  4x100mR

 高鍋東
 井上    優(3)
 永友  策大(3)
 黒木  国登(2)
 西吉  栞太(2)

 46"3  三財
 緖方  翔平(3)
 長友  義仁(3)
 三宅  亮太(2)
 中武  大地(3)

 49"3  国光原
 森    敏樹(3)
 疋田  伸也(3)
 安藤  龍斗(3)
 永友  大翔(3)

 49"9  新田
 西原  涼馬(3)
 藤田  洸大(3)
 柴田  俊輔(3)
 﨑村  聖也(3)

 51"6  都於郡
 森    優星(3)
 齋藤  巧弥(3)
 大重  陸斗(3)
 斉藤  比呂(3)

 52"4  都農
 久米田  匠(2)
 矢野  廣人(3)
 黒木  太一(2)
 新名  旭陽(3)

 52"7  上新田
 小玉  柊治(2)
 猪股  永晋(3)
 大久保岳人(2)
 松浦  航大(3)

 53"4  木城
 森崎  眞人(2)
 大山  和輝(2)
 牧草  大和(1)
 木下  真裕(1)

 57"9

 6/19
 低学年男子

 100mH
 小玉  柊治(2)

 上新田

 18"0  三宅  亮太(2)

 三財

 21"2

 6/19  4x100mR

 高鍋東
 稲田  壮真(2)
 勢井  大悟(1)
 河野  成樹(1)
 林田  雄喜(2)

 51"7  木城
 髙山  幸輝(2)
 森竹  翔愛(1)
 南村  悠翔(1)
 小野  舜介(2)

 52"2  富田
 冨田  祥希(2)
 鳥原  幹太(1)
 冨田  楓真(1)
 宮本  颯太(2)

 52"6  国光原
 橋本  脩汰(2)
 河野  佳音(1)
 宇津和蒼眞(1)
 吉田  翔一(2)

 55"4  新田
 児玉  悠生(2)
 矢北  楓汰(1)
 猪野  裕侑(1)
 長友  亨太(2)

 55"8

 6/19
 共通男子

 走高跳
 小野  舜介(2)

 木城

 1m28  牧草  大和(1)

 木城

 1m15

 6/19  走幅跳
 黒木  国登(2)

 高鍋東

 4m81  長友  義仁(3)

 三財

 4m71  安藝  龍冴(3)

 三納

 4m69  後藤  紘孝(3)

 都於郡

 4m08  川端  一嘉(3)

 三財

 3m79  矢北  楓汰(1)

 新田

 3m63  﨑村  聖也(3)

 新田

 3m52  山田健士朗(1)

 唐瀬原

 3m49

 6/19  砲丸投
 神谷  元気(3)

 国光原

 9m91  大重  陸斗(3)

 都於郡

 7m88  兒嶋    心(3)

 都於郡

 7m75  三田井志織(3)

 三財

 6m93  髙山  幸輝(2)

 木城

 6m88  大西慎之介(3)

 新田

 6m49  矢野  隆道(1)

 新田

 6m42  川端  一嘉(3)

 三財

 6m17

 1/2



 第68回西都児湯地区中学校総合体育大会陸上競技
 期日:2017年6月19日  女子決勝一覧表
 競技会場:藤見公園陸上競技場
 月日  種目  1位  2位  3位  4位  5位  6位  7位  8位

 6/19
 3年女子

 100m
 黒木  鈴香(3)

 高鍋東

 13"2  河野  亜優(3)

 唐瀬原

 13"5  菊池  涼香(3)

 三納

 13"9  有馬  愛華(3)

 富田

 14"2  日野  夏翠(3)

 高鍋西

 15"0  伊藤  香乃(3)

 唐瀬原

 15"1

 6/19  800m
 青山  綺音(3)

 妻

 2'29"4  内藤  祈里(3)

 唐瀬原

 2'33"8  木宮  成美(3)

 妻

 2'37"3  長峯茉奈香(3)

 富田

 2'37"7  吉田  清葉(3)

 木城

 2'37"9  是澤    遥(3)

 高鍋東

 2'50"2  小嶋  香瑠(3)

 新田

 2'57"5  山岡  佑華(3)

 唐瀬原

 3'06"3

 6/19
 2年女子

 100m
 甲斐菜々海(2)

 妻

 13"5  町    一美(2)

 妻

 14"0  太田  七海(2)

 富田

 14"3  河野  由宇(2)

 唐瀬原

 14"4  竹中  風夏(2)

 高鍋東

 14"8  中村  彩愛(2)

 高鍋東

 15"1

 6/19  800m
 緒方  咲耶(2)

 妻

 2'35"3  濱砂  慧花(2)

 木城

 2'37"0  長友  愛果(2)

 富田

 2'44"4  河野  由宇(2)

 唐瀬原

 2'47"2  田上  優菜(2)

 都於郡

 2'55"6  杉田  光優(2)

 都於郡

 2'57"0  小野  夏歩(2)

 富田

 2'58"0  南園  鈴音(2)

 高鍋東

 3'07"0

 6/19
 1年女子

 100m
 谷    柚季(1)

 唐瀬原

 13"6  森  菜々美(1)

 唐瀬原

 14"7  川越  佳梨(1)

 高鍋東

 14"9  大谷瑛瑠奈(1)

 妻

 14"9  藤原  心花(1)

 高鍋東

 15"1  菅原  美涼(1)

 新田

 15"5

 6/19  800m
 岩本  実久(1)

 富田

 2'33"0  江藤  心晴(1)

 高鍋東

 2'38"2  黒木  李桜(1)

 高鍋東

 2'40"1  髙山  奈穂(1)

 木城

 2'41"5  河野    楓(1)

 新田

 2'45"6  増田    杏(1)

 富田

 2'50"2  那須  歩生(1)

 妻

 2'52"4  黒木    聖(1)

 妻

 2'59"2

 6/19
 共通女子

 200m
 河野  亜優(3)

 唐瀬原

 27"7  黒木  鈴香(3)

 高鍋東

 28"2  町    一美(2)

 妻

 28"4  栗木  香帆(3)

 高鍋東

 29"9  沼口    葵(2)

 妻

 30"2  河野  理咲(3)

 高鍋西

 31"2

 6/19  1500m
 青山  綺音(3)

 妻

 5'13"8  髙山  奈穂(1)

 木城

 5'30"0  伊東  礼夢(3)

 唐瀬原

 5'30"6  木宮  成美(3)

 妻

 5'30"8  横山  鈴奈(2)

 都於郡

 5'34"8  濱砂  慧花(2)

 木城

 5'39"8  野辺  愛華(3)

 高鍋東

 5'40"0  松澤  波南(3)

 富田

 5'48"2

 6/19  100mH
 栗木  香帆(3)

 高鍋東

 17"8  大山莉々加(3)

 唐瀬原

 18"6  中村  美月(3)

 西米良

 27"2

 6/19  4x100mR

 唐瀬原
 河野  由宇(2)
 河野  亜優(3)
 内藤  祈里(3)
 谷    柚季(1)

 53"4  高鍋東
 竹中  風夏(2)
 栗木  香帆(3)
 中村  彩愛(2)
 黒木  鈴香(3)

 54"1  妻
 町    一美(2)
 甲斐菜々海(2)
 沼口    葵(2)
 青山  綺音(3)

 54"4  富田
 有馬  愛華(3)
 太田  七海(2)
 川上  優芽(2)
 岩本  実久(1)

 55"5  木城
 濱砂  慧花(2)
 吉田  清葉(3)
 髙山  奈穂(1)
 鈴木  萌香(3)

 57"6  都於郡
 田上  優菜(2)
 杉田  光優(2)
 横山  鈴奈(2)
 平川  佳依(2)

 1'01"4  国光原
 永友    奏(1)
 藤田くるみ(1)
 吉澤  菜穂(1)
 永友    湊(1)

 1'02"0  新田
 加藤  安奈(3)
 菅原  美涼(1)
 長友    楓(3)
 鬼塚    幸(1)

 1'02"6

 6/19
 低学年女子

 80mH
 中村  彩愛(2)

 高鍋東

 15"5  今門ほのか(1)

 唐瀬原

 16"2  戸高友加里(1)

 高鍋東

 16"4  白川  美織(1)

 唐瀬原

 18"4  中武  遊南(1)

 西米良

 19"6

 6/19
 共通女子

 走高跳
 鈴木  萌香(3)

 木城

 1m25  中村  美月(3)

 西米良

 1m05

 6/19  走幅跳
 谷    柚季(1)

 唐瀬原

 4m33  森  菜々美(1)

 唐瀬原

 3m86  岡部  晏奈(3)

 高鍋西

 3m55  桑野  菜月(1)

 高鍋東

 3m53  小河  礼佳(3)

 西米良

 3m16  加藤  安奈(3)

 新田

 2m86  長友    楓(3)

 新田

 2m58

 6/19  砲丸投
 古川  開理(3)

 高鍋東

 11m32  武田  舞弓(3)

 富田

 8m53  児玉莉璃佳(3)

 富田

 8m18  鈴木  萌香(3)

 木城

 7m45  堀    未妃(3)

 木城

 7m04  小嶋  香瑠(3)

 新田

 6m44  加藤  安奈(3)

 新田

 5m80

 2/2


