
 第４１回西臼杵地区中学校秋季体育大会陸上競技
 期日:2017年9月30日  男子決勝一覧表
 競技会場:五ヶ瀬町Gパーク陸上競技場
 月日  種目  1位  2位  3位  4位  5位  6位  7位  8位

 9/30
 2年男子

 100m
 辻    一気(2)

 五ヶ瀬

 13"3  甲斐  瑠大(2)

 五ヶ瀬

 13"5  飯干  大嵩(2)

 五ヶ瀬

 13"5  山崎  泰誠(2)

 五ヶ瀬

 15"0  興梠  詠暉(2)

 五ヶ瀬

 15"7  伊藤    蓮(2)

 五ヶ瀬

 15"7

 9/30  1500m
 穴井  拓海(2)

 五ヶ瀬中等部

 4'58"6

 9/30  3000m
 成松  龍政(2)

 五ヶ瀬

 11'47"9  坂本  武琉(2)

 五ヶ瀬

 11'56"8

 9/30
 1年男子

 100m
 佐藤  杏丞(1)

 日之影

 12"9  飯干  柊汰(1)

 五ヶ瀬

 13"3  甲斐  竜童(1)

 五ヶ瀬

 13"5  栗山  耕輝(1)

 五ヶ瀬

 14"0  興梠  亮平(1)

 高千穂

 14"1  佐藤  祥生(1)

 五ヶ瀬

 14"2  今村    充(1)

 高千穂

 14"3  安田    瑶(1)

 五ヶ瀬中等部

 14"8

 9/30  1500m
 飯干  玲央(1)

 高千穂

 5'13"3  山口  摩大(1)

 高千穂

 5'29"3  若松  正眞(1)

 高千穂

 5'34"6

 9/30  3000m
 廣永  祥真(1)

 五ヶ瀬

 11'31"9  後藤  泰智(1)

 五ヶ瀬

 12'29"1  佐伯  和哉(1)

 五ヶ瀬

 13'09"8

 9/30
 共通男子

 400m
 菊池  拳真(1)

 五ヶ瀬

 1'20"6  藤川  剣太(2)

 五ヶ瀬

 1'21"6

 9/30  800m
 田﨑  和憲(1)

 日之影

 2'26"6

 9/30  4x100mR

 五ヶ瀬
 甲斐  瑠大(2)
 辻    一気(2)
 甲斐  竜童(1)
 飯干  柊汰(1)

 52"9  日之影
 甲斐鼓太郎(1)
 佐藤  杏丞(1)
 田﨑  和憲(1)
 甲斐  心土(1)

 53"8  高千穂
 安在    陽(1)
 今村    充(1)
 興梠  亮平(1)
 飯干  玲央(1)

 57"4

 9/30  走幅跳
 甲斐  心土(1)

 日之影

 5m03  安在    陽(1)

 高千穂

 4m51

 9/30  砲丸投
 大廣    匠(2)

 日之影

 8m28  河内  海翔(1)

 田原

 8m02
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 第４１回西臼杵地区中学校秋季体育大会陸上競技
 期日:2017年9月30日  女子決勝一覧表
 競技会場:五ヶ瀬町Gパーク陸上競技場
 月日  種目  1位  2位  3位  4位  5位  6位  7位  8位

 9/30
 2年女子

 100m
 有藤  梨玖(2)

 日之影

 13"8  甲斐  佑紀(2)

 日之影

 14"4  新地  菜央(2)

 五ヶ瀬

 15"5  甲斐真梨亜(2)

 五ヶ瀬

 15"5  平木  心優(2)

 五ヶ瀬

 16"1  杉村  桜花(2)

 五ヶ瀬

 16"5

 9/30  200m
 出井  阿茶(2)

 五ヶ瀬中等部

 30"6

 9/30  800m
 松中ひなた(2)

 日之影

 2'52"8  甲斐  琴美(2)

 上野

 3'25"6  水戸  悠月(2)

 上野

 3'29"8

 9/30
 1年女子

 100m
 林    弥羽(1)

 田原

 14"4  佐藤  胡桃(1)

 高千穂

 14"7  草村  琉花(1)

 上野

 14"8  吉村  愛加(1)

 五ヶ瀬

 16"2  内倉  美琴(1)

 田原

 16"2  都  さくら(1)

 田原

 16"5

 9/30  200m
 甲斐  舞穂(1)

 五ヶ瀬

 31"5

 9/30  800m
 橋本  紗奈(1)

 高千穂

 2'36"5  甲斐陽南子(1)

 五ヶ瀬

 2'36"5  幸    真美(1)

 高千穂

 3'07"1  深野  朝妃(1)

 上野

 3'23"6

 9/30

 共通女子

 4x100mR

 日之影
 甲斐  佑紀(2)
 松中ひなた(2)
 永田  真稀(2)
 有藤  梨玖(2)

 57"7  五ヶ瀬
 平木  心優(2)
 甲斐  舞穂(1)
 甲斐真梨亜(2)
 新地  菜央(2)

 1'01"5  田原
 都  さくら(1)
 内倉  美琴(1)
 渡邉  樺蓮(1)
 林    弥羽(1)

 1'03"6  上野
 甲斐  琴美(2)
 深野  朝妃(1)
 興梠かりな(1)
 草村  琉花(1)

 1'04"8

 9/30  走幅跳
 興梠かりな(1)

 上野

 3m54

 9/30  砲丸投
 桐木  麻凪(1)

 高千穂

 7m85  渡邉  樺蓮(1)

 田原

 6m22
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