
ナンバー 氏　　　名 学年 学校名 記録 ナンバー 氏　　　名 学年 学校名 記録 ナンバー 氏　　　名 学年 学校名 記録

2507 石ケ野　充樹 小５年 小林Jｒ 15"8

2505 山口　大智 小５年 小林Jｒ 15"8

2301 井上　寿朗 小５年 細野ｺｽﾓｽ 15"8

2535 宮　和輝 中１年 小林Jｒ 13"8

2537 高橋　英也 中１年 小林Jｒ 13"8

Ａ男子　１００ｍ 7040 石坂　弘樹 中３年 三股 11"9 7024 小永吉　勇汰 中３年 三股 12"0 5103 村﨑　秀 中３年 小林 12"1

ＢＣ男子２００ｍ 2536 上別府　隼都 中１年 小林Jｒ 28"3 2535 宮　和輝 中１年 小林Jｒ 30"0 2311 井上　凌輔 中１年 細野ｺｽﾓｽ 32"4

Ａ男子　２００ｍ 5108 冨滿　玲央 中２年 小林 24"5 7039 鈴木　航 中３年 三股 25"2 5106 髙山　翔 中２年 小林 25"4

Ａ男子　８００ｍ 5101 轟木　亜問 中３年 小林 2'11"2 7002 月野　誠也 中３年 三股 2'11"6 5505 有村　優希 中３年 飯野 2'13"1

ＢＣ男子１０００ｍ 2531 那須　豊 中１年 小林Jｒ 3'06"7 2307 本村　仁 中１年 細野ｺｽﾓｽ 3'09"0 2537 高橋　英也 中１年 小林Jｒ 3'14"1

Ａ男子２０００ｍ 5101 轟木　亜問 中３年 小林 6'03"2 7002 月野　誠也 中３年 三股 6'05"0 5703 山村　凱斗 中２年 高原 6'09"9

Ａ男子１００ｍＨ 5106 髙山　翔 中２年 小林 15"1 5104 柏木　寛太 中２年 小林 15"8 7047 徳留　勇之介 中２年 三股 18"3

Ａ男子１１０ｍＨ 5719 廣田　祐樹 中３年 高原 18"5 5716 永野　聡一 中３年 高原 20"3 5105 宇都　雅史 中２年 小林 21"7

Ａ男子　　走幅跳 7024 小永吉　勇汰 中３年 三股 5m46 5722 盛満　慎太郎 中３年 高原 5m40 5102 野添　壱星 中３年 小林 5m33

共通　　　砲丸投 5503 原口　才輝 中３年 飯野 7m27 7037 野口　泰希 中３年 三股 7m10 5402 平野 大地 中３年 須木 6m21

ＢＣ男子４×１００ｍリレー 53"4 59"7 62"0

Ａ男子４×１００ｍリレー 46"7 46"9 48"0

小林Jｒ 13"1Ｂ男子　１００ｍ 2534 橋口　良太 中１年 小林Jｒ 12"3 2536 上別府　隼都 中１年

Ｃ男子　１００ｍ 2509 赤下　孔洋 小５年 小林Jｒ 15"6

第３位
種　目

第２位

細野コスモスＡ

飯野中学校

小林市総合運動公園陸上競技場

平成２３年　４月１６日(土)

第１位

小林ジュニアアスリートＡ

三股中学校　Ａ

小林ジュニアアスリートＢ

小林中学校　Ａ
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2307 宮尾　珠江 小５年 細野ｺｽﾓｽ 15"4

2509 出水　里奈 小６年 小林Jｒ 15"4

2531 永井　菜奈 中１年 小林Jｒ 14"7

2501 柏木　菜々子 小６年 小林Jｒ 14"7

2532 下牟田　里江 中１年 小林Jｒ 14"7

7027 中山　美咲希 中２年 三股 13"1 7048 佐藤　扇菜 中３年 三股 13"3

5101 大牟田 恵利奈中３年 小林 13"1 7049 南崎　美樹 中３年 三股 13"3

7046 大盛　藍 中３年 三股 13"3

ＢＣ女子２００ｍ 2313 加藤　愛 中１年 細野ｺｽﾓｽ 33"9 2315 熊添　真奈美 中１年 細野ｺｽﾓｽ 34"2 2314 甲斐　瑞季 中１年 細野ｺｽﾓｽ 34"5

Ａ女子　２００ｍ 5101 大牟田 恵利奈中３年 小林 26"6 7049 南崎　美樹 中３年 三股 28"3 7044 西畑　更紀 中３年 三股 28"5

Ａ女子　８００ｍ 149  久保田　花奈中３年 薩摩 2'32"2 5701 青木　結花 中２年 高原 2'33"1 5711 前原　唯乃 中２年 高原 2'33"5

ＢＣ女子　８００ｍ 2532 下牟田　里江 中１年 小林Jｒ 2'35 2531 永井　菜奈 中１年 小林Jｒ 2'41 2503 前原　愛澄 小６年 小林Jｒ 2'45

Ａ女子１５００ｍ 5701 青木　結花 中２年 高原 5'04 152 村岡　美穂 中３年 薩摩 5'04 5712 横山　歌織 中３年 高原 5'18

Ａ女子　８０ｍＨ 5114 中嶋　梨香子 中２年 小林 13"8 5221 牟田　里香 中２年 西小林 14"1 5115 田浦　李花 中２年 小林 14"1

Ａ女子１００ｍＨ 7048 佐藤　扇菜 中３年 三股 16"2 5105 上別府 美咲 中３年 小林 17"6 7020 池辺　香楠美 中３年 三股 17"9

Ａ女子　　走幅跳 5106 鎌田　美環 中３年 小林 4m87 7046 大盛　藍 中３年 三股 4m56 5708 東　詩織 中３年 高原 4m14

Ａ女子　　砲丸投 145  愛甲　柚依 中３年 薩摩 10m40 5108 海江田　理湖 中３年 小林 9m28 5404 冨永 彩織 中２年 須木 8m26

ＢＣ女子４×１００ｍリレー 58"9 62"9 63"9

Ａ女子４×１００ｍリレー 53"0 53"2 56"1

Ａ女子　１００ｍ

15"8Ｃ女子　１００ｍ

Ｂ女子　１００ｍ

2511 高山　若 小５年 小林Jｒ

平成２３年　４月１６日(土)

種　目
第１位 第３位

細野コスモス　Ａ

小林中学校　Ａ 小林中学校　Ｂ

小林市総合運動公園陸上競技場

小林ジュニアアスリート　Ａ

三股中学校　Ａ

小林ジュニアアスリート　Ｃ

第２位


