
 平成２９年度　都城地区中学校秋季体育大会陸上競技大会
 期日:2017年9月25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

 9/25
 1年男子

 100m
 新山  航平(1)

 中郷中

 12"4  鶴田  智希(1)

 祝吉中

 12"9  福田  雅治(1)

 三股中

 13"1  中村  海渡(1)

 五十市中

 13"4  山口  優人(1)

 三股中

 13"4  福重偉生吏(1)

 祝吉中

 13"6  武田  慶樹(1)

 祝吉中

 13"8  石川    譲(1)

 中郷中

 14"4

 9/25  200m
 松永  光暉(1)

 沖水中

 26"6  栁田  光希(1)

 三股中

 28"5  今村  亮太(1)

 三股中

 28"7  岩﨑  優斗(1)

 都城・西中

 30"7  小倉    悠(1)

 都城・西中

 31"6  中武    蓮(1)

 都城・西中

 32"3

 9/25  1500m
 和田  麻里(1)

 都城・西中

 4'51"4  城    陽太(1)

 祝吉中

 4'52"0  松﨑    想(1)

 三股中

 5'00"1  長峯  泰士(1)

 妻ケ丘中

 5'02"6  楡田  凌大(1)

 沖水中

 5'06"1  桒畑  大地(1)

 三股中

 5'15"3  大城  颯太(1)

 沖水中

 5'26"0  長友  裕亮(1)

 祝吉中

 5'26"4

 9/25  3000m
 竹下  光栄(1)

 三股中

 10'17"3  吉川  賢心(1)

 三股中

 10'26"4  辻    洵也(1)

 三股中

 10'38"4  永山  大輝(1)

 中郷中

 11'31"7  肥田木陸斗(1)

 都城・西中

 12'08"4  東    航希(1)

 都城・西中

 12'15"9

 9/25  100mH
 待木  勇人(1)

 五十市中

 19"0  鎌田  元希(1)

 都城・西中

 19"3  本村    翔(1)

 三股中

 19"4  竹内  琉晟(1)

 沖水中

 19"7  芦谷    明(1)

 五十市中

 19"8  大西  秀佳(1)

 都城・西中

 20"2  高崎  正也(1)

 都城・西中

 20"9

 9/25
 2年男子

 100m
 星田  大地(2)

 小松原中

 11"8  伊地知見徳(2)

 祝吉中

 12"3  小牧  祐太(2)

 三股中

 12"3  吉元  優磨(2)

 祝吉中

 12"4  大坪  龍輝(2)

 祝吉中

 12"6  吉田  椋翔(2)

 庄内中

 14"9  川端  公義(2)

 姫城中

 15"0  大石  温人(2)

 志和池中

 18"0

 9/25  200m
 中武    剛(2)

 都城・西中

 25"3  前田  瑞佳(2)

 志和池中

 25"7  瀨戸口魁世(2)

 祝吉中

 26"2  矢野  隼司(2)

 祝吉中

 26"9  福本  怜旺(2)

 姫城中

 28"2  中飯日々輝(2)

 中郷中

 31"9

 9/25  1500m
 八重尾  鴻(2)

 三股中

 4'30"2  安丸  颯太(2)

 祝吉中

 4'32"2  今村  太一(2)

 三股中

 4'49"2  桑畑  和樹(2)

 三股中

 4'58"3  冨田  竜平(2)

 沖水中

 5'03"4  大野  希空(2)

 祝吉中

 5'07"0  大矢  陽登(2)

 祝吉中

 5'20"9

 9/25  3000m
 室田  安寿(2)

 高崎中

 9'44"8  西    優斗(2)

 中郷中

 9'54"5  木原  弘貴(2)

 三股中

 10'13"4  野尻  琉斗(2)

 三股中

 10'16"9  横山    翼(2)

 祝吉中

 11'01"4  村瀬  遙音(2)

 都城・西中

 11'10"0  蒲生  琢仁(2)

 三股中

 11'22"3  福重  佑規(2)

 沖水中

 11'24"8

 9/25  110mH
 前田  大輝(2)

 都城・西中

 17"6  中村  飛翔(2)

 都城・西中

 18"9  柚之上蓮大(2)

 都城・西中

 21"0

 9/25
 共通男子

 400m
 内村  映葵(2)

 都城・西中

 58"5  田中  稀士(2)

 中郷中

 1'04"2  鮫島  大輝(2)

 祝吉中

 1'05"3

 9/25  800m
 飯干  凌成(2)

 祝吉中

 2'13"4  徳丸虎之助(2)

 五十市中

 2'21"6  大口  義仁(2)

 都城・西中

 2'23"4  時吉  大耀(2)

 中郷中

 2'30"7  平田  俊輔(2)

 祝吉中

 2'31"8  天神  亮雅(2)

 祝吉中

 2'32"1  福滿  隆美(2)

 庄内中

 2'46"2  中村  嘉希(1)

 庄内中

 2'57"9

 9/25  4x100mR

 祝吉中
 瀨戸口魁世(2)
 大坪  龍輝(2)
 吉元  優磨(2)
 伊地知見徳(2)

 49"4  都城・西中
 瀬戸口颯希(2)
 中武    剛(2)
 梶谷  優太(2)
 内村  映葵(2)

 49"5  三股中
 山口  優人(1)
 小牧  祐太(2)
 今村  亮太(1)
 藤野  陽大(2)

 51"3  中郷中
 時吉  大耀(2)
 新山  航平(1)
 田中  稀士(2)
 西    優斗(2)

 51"8  沖水中
 福重  佑規(2)
 冨田  竜平(2)
 松永  光暉(1)
 楡田  凌大(1)

 52"7  五十市中
 福吉  乃輝(1)
 徳丸虎之助(2)
 新留  奏汰(1)
 中村  海渡(1)

 54"1  志和池中
 大石  温人(2)
 前田  瑞佳(2)
 榎木  陸翔(2)
 松岡  英雲(2)

 57"6  庄内中
 吉田  椋翔(2)
 寺原  幸星(1)
 中村  嘉希(1)
 福滿  隆美(2)

 1'00"2

 9/25  走高跳
 瀬戸口颯希(2)

 都城・西中

 1m45  渡邉  創太(2)

 都城・西中

 1m45  德丸  智也(1)

 三股中

 1m20  上之原響太(1)

 都城・西中

 1m15

 9/25  走幅跳
 藤野  陽大(2)

 三股中

 5m29  梶谷  優太(2)

 都城・西中

 4m99  榎木  陸翔(2)

 志和池中

 4m73  大峰  愛叶(1)

 三股中

 4m30  新留  奏汰(1)

 五十市中

 3m98

 9/25  砲丸投
 松田  憲護(2)

 都城・西中

 8m74  西添  雅也(2)

 都城・西中

 8m33  松岡  英雲(2)

 志和池中

 7m36  福吉  乃輝(1)

 五十市中

 6m65  久保田一斗(1)

 都城・西中

 6m47  山縣  陸翔(2)

 さくら聴覚

 6m14  湯地  悠人(1)

 さくら聴覚

 4m99

 総合得点  都城・西中  90点  三股中  80点  祝吉中  55点  中郷中  26点  五十市中  22点  沖水中  15点

 (ﾄﾗｯｸ)  三股中  67点  都城・西中  58点  祝吉中  55点  中郷中  26点  五十市中  17点  沖水中  15点

 (ﾌｨｰﾙﾄﾞ)  都城・西中  32点  三股中  13点  志和池中  8点  五十市中  5点  さくら聴覚  1点
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 平成２９年度　都城地区中学校秋季体育大会陸上競技大会
 期日:2017年9月25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

 9/25
 1年女子

 100m
 高野夕楽里(1)

 姫城中

 14"0  川路莉衣南(1)

 沖水中

 14"3  原田  梨紗(1)

 五十市中

 14"5  福田  由衣(1)

 三股中

 14"8  瀨戸口陽和(1)

 庄内中

 14"9  山下友紀惠(1)

 祝吉中

 15"1  永德  杏依(1)

 祝吉中

 15"4  桑畑いち花(1)

 妻ケ丘中

 15"9

 9/25  200m
 佐々木菜緒(1)

 沖水中

 29"1  東口   舞渚(1)

 中郷中

 29"7  三田井咲綺(1)

 都城・西中

 30"6  赤崎柚梨愛(1)

 祝吉中

 31"0  逆瀬川奈朋(1)

 祝吉中

 31"3  林  悠莉彩(1)

 三股中

 31"4  穴井  涼華(1)

 祝吉中

 31"6  河野    舞(1)

 都城・西中

 31"9

 9/25  800m
 岡部  華果(1)

 三股中

 2'36"6  八木  愛加(1)

 三股中

 2'42"3  入口ゆきの(1)

 沖水中

 2'42"6  新穂  愛未(1)

 三股中

 2'43"5  田村  文音(1)

 祝吉中

 2'45"1  久保田桃華(1)

 五十市中

 2'45"6  畑中  雅姫(1)

 姫城中

 2'48"2  西野  真都(1)

 祝吉中

 2'51"1

 9/25  80mH
 海野  夏未(1)

 三股中

 15"9  鴇    彩夏(1)

 都城・西中

 16"0  鎌田  華子(1)

 祝吉中

 16"2  榎木  恋夏(1)

 都城・西中

 17"2

 9/25
 2年女子

 100m
 木下  海音(2)

 三股中

 13"4  馬渡  愛莉(2)

 都城・西中

 13"5  豊広杏美佳(2)

 祝吉中

 13"7  竹之下結彩(2)

 祝吉中

 13"8  岡本  美空(2)

 五十市中

 14"6  庭月野天音(2)

 小松原中

 14"9  岩本  采夏(2)

 祝吉中

 15"0  木田菜々美(2)

 三股中

 15"3

 9/25  200m
 石原  綾乃(2)

 都城・西中

 28"7  平川いずみ(2)

 中郷中

 29"1  田端  詩凪(2)

 都城・西中

 29"6  種子田歩凜(2)

 五十市中

 30"0  鶴田  邑綺(2)

 三股中

 30"4  岡元亜弥音(2)

 五十市中

 31"7  脇田こころ(2)

 祝吉中

 32"1

 9/25  800m
 水町  心音(2)

 三股中

 2'25"3  高田  莉菜(2)

 都城・西中

 2'29"1  永岡  優季(2)

 妻ケ丘中

 2'33"1  馬方  莉亜(2)

 妻ケ丘中

 2'34"1  前田  梨沙(2)

 小松原中

 2'34"5  田上  央奈(2)

 三股中

 2'41"8  吉留  莉々(2)

 高崎中

 3'05"5

 9/25  100mH
 新倉  凛音(2)

 都城・西中

 17"5  山元  梨瑚(2)

 妻ケ丘中

 18"5  西迫日菜子(2)

 都城・西中

 18"5  鮫島  理桜(2)

 沖水中

 18"6  坂元  杏妃(2)

 三股中

 18"9  堀  亜衣菜(2)

 五十市中

 19"4  岡本  花奈(2)

 三股中

 21"9

 9/25
 共通女子

 1500m
 髙野  紗羽(2)

 妻ケ丘中

 5'10"2  三城  花音(2)

 三股中

 5'14"8  吉田  愛梨(2)

 中郷中

 5'22"5  野崎  嵐華(2)

 三股中

 5'26"5  中村ひなの(2)

 三股中

 5'27"7  長野    華(2)

 五十市中

 5'30"0  坂ノ上未空(2)

 都城・西中

 5'31"0  坂口  樹里(1)

 沖水中

 5'58"2

 9/25  4x100mR

 祝吉中
 小村  千尋(2)
 萱嶋  柚葉(2)
 竹之下結彩(2)
 豊広杏美佳(2)

 53"9  都城・西中
 森岡  花菜(2)
 馬渡  愛莉(2)
 石原  綾乃(2)
 田端  詩凪(2)

 53"9  妻ケ丘中
 永岡  優季(2)
 山元  梨瑚(2)
 髙野  紗羽(2)
 馬方  莉亜(2)

 56"3  三股中
 木田菜々美(2)
 坂元  杏妃(2)
 鶴田  邑綺(2)
 木下  海音(2)

 56"7  五十市中
 堀  亜衣菜(2)
 岡本  美空(2)
 原田  梨紗(1)
 種子田歩凜(2)

 57"5  沖水中
 鮫島  理桜(2)
 川路莉衣南(1)
 佐々木菜緒(1)
 入口ゆきの(1)

 58"2  小松原中
 丸田  茉由(2)
 庭月野天音(2)
 髙山  杏子(2)
 庭月野花音(2)

 59"0  姫城中
 上川  優衣(1)
 畑中  雅姫(1)
 中村  瑞紀(1)
 高野夕楽里(1)

 1'00"1

 9/25  走高跳
 庭月野花音(2)

 小松原中

 1m30  園田  真唯(2)

 三股中

 1m25  髙山  杏子(2)

 小松原中

 2位
 1m25

 川﨑  未己(2)

 都城・西中

 1m15  藤原  春天(1)

 都城・西中

 1m15  丸田  茉由(2)

 小松原中

 1m15

 9/25  走幅跳
 萱嶋  柚葉(2)

 祝吉中

 4m88  小村  千尋(2)

 祝吉中

 4m34  森岡  花菜(2)

 都城・西中

 4m34  髙野  千悠(2)

 五十市中

 4m23  中前  月那(2)

 三股中

 4m00  吉崎    愛(2)

 都城・西中

 3m76  時任  彩楓(2)

 三股中

 3m75  谷口  愛乃(2)

 都城・西中

 3m75

 9/25  砲丸投
 木脇  綾心(2)

 五十市中

 8m60  石田希楽々(2)

 五十市中

 8m28  竹内  花菜(2)

 庄内中

 7m43  乙丸さくら(2)

 庄内中

 7m06  伊地知愛結(1)

 庄内中

 6m39  西川  歩花(2)

 三股中

 6m15  永吉  桃夏(2)

 都城・西中

 5m88  伊藤  香織(1)

 都城・西中

 5m20

 総合得点  三股中  61.5点  都城・西中  57点  祝吉中  36点  五十市中  29点  妻ケ丘中  22点  沖水中  19点

 (ﾄﾗｯｸ)  三股中  54点  都城・西中  47点  祝吉中  25点  妻ケ丘中  22点  沖水中  19点  五十市中  15点

 (ﾌｨｰﾙﾄﾞ)  五十市中  14点  小松原中  11.5点  祝吉中  11点  都城・西中  10点  庄内中  9点  三股中  7.5点
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