
 日南市市民体育大会
 期日:2015年10月11日  記録表 (男子・決勝)
 競技会場:日南市総合運動公園陸上競技場
 月日  種目  組  風  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録

 10/11  小学男子１年
 100m

 1  +0.7  1  高市  蒼人(1)  日南ACジュニア  16"81  2  河野  虎我(1)  日南ACジュニア  17"45  3  松岡  洸我(1)  ななつばえ陸上  18"27  4  平角  碧大(1)  ななつばえ陸上  18"66

 5  小玉  航大(1)  新光陸上  20"05  6  吉田  翔蒼(1)  ななつばえ陸上  20"75

 10/11  小学男子２年
 100m

 1  +0.8  1  山本  滉大(2)  ななつばえ陸上  18"17  2  田中  滉久(2)  日後谷陸上  18"73  3  徳井  忠智(2)  新光陸上  18"75  4  濱田  滉太(2)  新光陸上  19"14

 5  山下  聖流(2)  日後谷陸上  19"28  6  清    彩陽(2)  新光陸上  20"36  7  坂元  宥月(2)  ななつばえ陸上  21"90

 2  +1.9  1  内田  凰聖(2)  北方陸上  17"73  2  崎村  莉士(2)  ななつばえ陸上  17"75  3  守山  英汰(2)  ななつばえ陸上  18"06  4  中村  遼稀(2)  日南ACジュニア  18"33

 5  田中  里音(2)  日南ACジュニア  18"48  6  日高    遼(2)  ななつばえ陸上  18"57  7  野田龍之介(2)  ななつばえ陸上  18"96

 10/11  小学男子３年
 100m

 1  +0.6  1  中尾  輝聖(3)  新光陸上  17"98  2  西村  柊摩(3)  新光陸上  18"35  3  安楽  早騎(3)  日後谷陸上  18"84  4  中島凜太郎(3)  ななつばえ陸上  19"19

 2  +0.9  1  戸高  彩翔(3)  新光陸上  16"04  2  阪元  誠唯(3)  新光陸上  16"94  3  四月一日大弥(3)  日南ACジュニア  17"19  4  松本  来斗(3)  新光陸上  17"33

 5  川﨑  照斗(3)  北方陸上  17"39  6  平部  太陽(3)  日南ACジュニア  18"35

 10/11  小学男子４年
 100m

 1  +1.6  1  清    真優(4)  新光陸上  16"43  2  花田  圭悟(4)  日後谷陸上  16"72  3  佐藤  海聖(4)  日後谷陸上  17"44  4  阪元  琉唯(4)  新光陸上  17"79

 5  門川  凌大(4)  北方陸上  18"45  6  中尾  貴聖(4)  新光陸上  18"63

 2  +1.7  1  中村  瑠希(4)  日南ACジュニア  15"15  2  眞那田  陸(4)  ななつばえ陸上  15"82  3  小城  健心(4)  北方陸上  15"90  4  山田  晃誠(4)  新光陸上  16"84

 5  河野宗一郎(4)  ななつばえ陸上  16"88  6  酒井  奏楓(4)  日後谷陸上  17"09

 10/11
 1000m

 1  1  小玉健志郎(4)  新光陸上  3'22"64  2  佐藤  海聖(4)  日後谷陸上  3'48"82  3  花田  圭悟(4)  日後谷陸上  3'53"92  4  酒井  奏楓(4)  日後谷陸上  4'12"80

 5  内田  湧貴(4)  北方陸上  4'16"69

 10/11  小学男子５年
 100m

 1  +1.3  1  矢野  颯大(5)  日後谷陸上  16"13  2  田村  隼斗(5)  新光陸上  16"38  3  丸山  拓海(5)  日南ACジュニア  16"49  4  河上健太郎(5)  日南ACジュニア  16"94

 5  松田朔太郎(5)  新光陸上  17"48  6  多田  鈴音(5)  日後谷陸上  18"94  7  永野  龍弥(5)  新光陸上  19"98

 10/11
 1000m

 1  1  藤澤  拓己(5)  新光陸上  3'22"39  2  濱田  健太(5)  新光陸上  3'30"74  3  佐藤  優馬(5)  日後谷陸上  3'39"41  4  丸山  拓海(5)  日南ACジュニア  3'50"48

 5  河上健太郎(5)  日南ACジュニア  3'54"66

 10/11  小学男子６年
 100m

 1  +0.9  1  長岡    凪(6)  北方陸上  16"74  2  門川  周平(6)  北方陸上  16"81  3  上田  夢翔(6)  日南ACジュニア  17"14  4  濱田  湧太(6)  日後谷陸上  17"79

 5  竹村  大和(6)  北方陸上  18"59

 2  +1.4  1  神保  啓太(6)  日南ACジュニア  14"50  2  吉田  球道(6)  北方陸上  14"71  3  野田  剛佑(6)  北方陸上  15"45  4  長友    豪(6)  日後谷陸上  15"47

 5  長嶺  龍汰(6)  ななつばえ陸上  15"51  6  堂満  光賀(6)  日後谷陸上  15"83

 3  +2.3  1  森    元希(6)  ななつばえ陸上  13"61  2  笠原  悠暉(6)  日南ACジュニア  14"23  3  吉田  竜翔(6)  ななつばえ陸上  14"28  4  藤井    陸(6)  ななつばえ陸上  14"56

 5  松野  正義(6)  日南ACジュニア  14"56  6  田中  豊航(6)  日後谷陸上  14"81

 10/11
 1000m

 1  1  笠原  悠暉(6)  日南ACジュニア  3'19"97  2  水野  龍吾(6)  財光寺南小  3'20"83  3  松野  正義(6)  日南ACジュニア  3'31"61  4  田中  豊航(6)  日後谷陸上  3'31"71

 5  神保  啓太(6)  日南ACジュニア  3'35"42  6  上田  夢翔(6)  日南ACジュニア  3'49"84  7  湯浅  大心(6)  日南ACジュニア  3'52"74

 10/11  中学男子
 100m

 1  +0.8  1  眞那田  拓(1)  ななつばえ陸上  12"93  2  宮浦  晃綺(1)  ななつばえ陸上  13"12  3  内田  絢也(2)  北方陸上  13"18  4  藤丸  夏央(1)  ななつばえ陸上  13"72

 5  二村  圭哉(1)  日南学園中  13"88  6  濱田  悠太(2)  新光陸上  14"19

 2  +1.6  1  上村  大志(3)  北方陸上  11"84  2  山本  光晟(2)  日南学園中  12"52  3  川﨑  新太(2)  北方陸上  12"61  4  安田  一樹(3)  北方陸上  12"71

 10/11
 1500m

 1  1  黒田  航世(3)  新光陸上  4'22"13  2  中村  六田(3)  新光陸上  4'24"21  3  河野太志朗(3)  新光陸上  4'34"51  4  小田原雄大(2)  新光陸上  4'34"94

 1/4



 日南市市民体育大会
 期日:2015年10月11日  記録表 (男子・決勝)
 競技会場:日南市総合運動公園陸上競技場
 月日  種目  組  風  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録

 10/11  中学男子
 1500m

 1  5  水野  龍志(1)  財光寺中  4'37"07  6  宮崎  啓徳(1)  北方陸上  4'39"51  7  戸高  照瑛(2)  飫肥中  4'50"96  8  水野  龍汰(3)  財光寺中  5'08"13

 9  高橋  来星(2)  新光陸上  5'08"58  10  濱田  悠太(2)  飫肥中  5'12"96

 10/11

 4x100mR

 1  1  新光陸上A

 河野太志朗(3)
 小田原雄大(2)
 中村  六田(3)
 黒田  航世(3)

 49"51  2  ななつばえ陸上

 眞那田  拓(1)
 宮浦  晃綺(1)
 藤丸  夏央(1)
 上野  飛龍(2)

 51"62  3  新光陸上B

 高野  希宣(3)
 戸高  照英(2)
 濱田  悠太(2)
 高橋  来星(2)

 52"24

 10/11  高校男子
 100m

 1  +0.8  1  富土  貴博(2)  日南学園高  11"86  2  木場  雅人(1)  日南学園高  12"03  3  門川  航也(2)  北方陸上  12"16  4  齊脇    翔(2)  日南振徳高  12"58

 5  渡野  秀人(1)  日南振徳高  12"92

 2  +2.2  1  諸井  和也(3)  日南振徳高  11"28  2  伊知地駿弥(1)  日南学園高  11"54  3  川口大次郎(1)  日南学園高  11"57  4  甲斐  大雅(1)  日南学園高  11"82

 10/11
 1500m

 1  1  森田  圭人(1)  日南振徳高  4'28"92  2  宮浦  和也(2)  日南振徳高  4'33"03  3  上村  勇希(2)  日南振徳高  4'39"30  4  上鑪  一真(2)  日南学園高  4'40"74

 5  徳井  佑記(2)  日南振徳高  5'03"74  6  河野  春太(2)  日南振徳高  5'11"18

 10/11

 4x100mR

 1  1  日南学園高

 木場  雅人(1)
 川口大次郎(1)
 甲斐  大雅(1)

 伊知地駿弥(1)

 45"06

 10/11  一般男子
 100m

 1  +0.5  1  村山  直矢  日南ACジュニア  11"96  2  笠原  章寛  日南ACジュニア  12"48  3  西    圭字  晃正野球部  12"87  4  岡田  年弘  新光陸上  13"78

 10/11
 1500m

 1  1  西    圭字  晃正野球部  4'46"79

 10/11

 4x100mR

 1  1  日南ACジュニア

 河野  貴洋
 河上  鉄兵
 高市  明宏
 笠原  章寛

 52"15  2  日後谷陸上

 酒元  省吾
 山下  真一
 安楽    誠

 平原  良也

 56"14  3  つよしﾗﾝﾆﾝｸﾞ

 岩切  勇大
 荒武  秀人
 吉浦  享太
 和田  信幸

 1'15"10

 10/11

 小学男子

 4x100mR

 1  1  日後谷陸上B

 井上  怜弥(4)
 佐藤  優馬(5)
 多田  鈴音(5)
 酒井  奏楓(4)

 1'08"29  2  新光陸上C

 中尾  貴聖(4)
 阪元  琉唯(4)
 清    真優(4)

 永野  龍弥(5)

 1'11"95  3  日南ACジュニアC

 中村  遼稀(2)
 河野  虎我(1)
 平部  太陽(3)
 高市  蒼人(1)

 1'12"40  4  日後谷陸上C

 花田  圭悟(4)
 佐藤  海聖(4)
 永田  雄大(4)
 濱田  湧太(6)

 1'14"99

 5  新光陸上E

 小玉  航大(1)
 清    彩陽(2)

 濱田  滉太(2)
 徳井  忠智(2)

 1'18"84  6  ななつばえ陸上D

 坂元  宥月(2)
 松岡  洸我(1)
 平角  碧大(1)
 吉田  翔蒼(1)

 1'19"68

 2  1  日南ACジュニアA

 中村  瑠希(4)
 笠原  悠暉(6)
 神保  啓太(6)
 松野  正義(6)

 56"52  2  ななつばえ陸上A

 藤井    陸(6)
 森    元希(6)

 吉田  竜翔(6)
 長嶺  龍汰(6)

 56"88  3  日後谷陸上A

 矢野  颯大(5)
 長友    豪(6)

 堂満  光賀(6)
 田中  豊航(6)

 1'01"17  4  新光陸上A

 阿部  一星(5)
 田村  隼斗(5)
 濱田  健太(5)
 藤澤  拓己(5)

 1'01"33

 5  新光陸上B

 戸高  彩翔(3)
 山田  晃誠(4)

 小玉健志郎(4)
 松田朔太郎(5)

 1'07"04  6  日南ACジュニアB

 丸山  拓海(5)
 河上健太郎(5)

 四月一日大弥(3)
 上田  夢翔(6)

 1'07"05  7  ななつばえ陸上B

 崎村  莉士(2)
 眞那田  陸(4)

 河野宗一郎(4)
 中島凜太郎(3)

 1'09"86  8  ななつばえ陸上C

 日高    遼(2)
 守山  英汰(2)

 野田龍之介(2)
 山本  滉大(2)

 1'16"76

 10/11  男子５・６年
 走幅跳

 1  1  森    元希(6)  ななつばえ陸上  4m57
 -0.2

 2  吉田  竜翔(6)  ななつばえ陸上  4m42
 -0.3

 3  藤井    陸(6)  ななつばえ陸上  4m28
 +0.1

 4  長友    豪(6)  日後谷陸上  3m75
 -1.3

 5  矢野  颯大(5)  日後谷陸上  3m49
 -0.3

 6  長嶺  龍汰(6)  ななつばえ陸上  3m44
 +0.2

 7  堂満  光賀(6)  日後谷陸上  3m33
 +0.1

 8  佐藤  優馬(5)  日後谷陸上  2m93
 -0.2

 9  濱田  湧太(6)  日後谷陸上  2m62
 +0.0

 10  多田  鈴音(5)  日後谷陸上  2m51
 +0.1

 10/11  中学男子
 走幅跳

 1  1  山本  光晟(2)  日南学園中  5m21  2  上野  飛龍(2)  ななつばえ陸上  4m65  3  前田  優人(1)  飫肥中  3m63

 10/11  高校男子
 走幅跳

 1  1  伊知地駿弥(1)  日南学園高  6m73  2  甲斐  大雅(1)  日南学園高  6m38

 2/4



 日南市市民体育大会
 期日:2015年10月11日  記録表 (女子・決勝)
 競技会場:日南市総合運動公園陸上競技場
 月日  種目  組  風  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録

 10/11  小学女子１年
 100m

 1  +1.4  1  藤山  結奈(1)  日南ACジュニア  19"01  2  清    海羽(1)  新光陸上  19"89  3  濱上  美幸(1)  日南ACジュニア  20"05  4  笠原菜奈美(1)  日南ACジュニア  20"22

 5  上村  球生(1)  日後谷陸上  20"82  6  四月一日優芽(1)  日南ACジュニア  20"86  7  長嶺  結奈(1)  新光陸上  21"81

 2  +2.0  1  門川  雅実(1)  北方陸上  17"38  2  西    希佳(1)  桜ヶ丘小  18"17  3  竹井  育海(1)  ななつばえ陸上  18"61  4  服部衣千乃(1)  ななつばえ陸上  19"13

 5  渡辺  夢結(1)  日南ACジュニア  19"34  6  守山  琴音(1)  ななつばえ陸上  20"31

 10/11  小学女子２年
 100m

 1  +1.1  1  安楽  早織(2)  日後谷陸上  17"96  2  森    心那(2)  日後谷陸上  19"64  3  徳井  夏美(2)  新光陸上  19"73  4  海老原蒼空(2)  日南ACジュニア  20"26

 2  +1.1  1  蛯原  桜羽(2)  日南ACジュニア  17"87  2  河上  愛子(2)  日南ACジュニア  17"93  3  清    心咲(2)  新光陸上  18"38  4  中尾  楓華(2)  新光陸上  18"41

 10/11  小学女子３年
 100m

 1  +0.9  1  藤澤  美那(3)  新光陸上  17"23  2  黒木  伽奈(3)  新光陸上  17"89  3  神保  美有(3)  日南ACジュニア  18"23  4  谷口  永真(3)  日南ACジュニア  18"25

 5  松田しほり(3)  新光陸上  19"04  6  長嶺  那奈(3)  新光陸上  19"15

 10/11  小学女子４年
 100m

 1  +1.7  1  平原  朋果(4)  日後谷陸上  16"92  2  河野    景(4)  北方陸上  16"96  3  松田  寧々(4)  北方陸上  17"31  4  黒木  玲奈(4)  新光陸上  17"31

 5  鈴木  琴子(4)  日後谷陸上  17"57  6  松田  暖々(4)  北方陸上  17"61  7  田中  優妃(4)  日後谷陸上  17"95  8  河野  結愛(4)  日南ACジュニア  19"38

 2  +1.6  1  日高  未結(4)  北方陸上  15"87  2  作本  愛心(4)  ななつばえ陸上  16"36  3  崎村  仁香(4)  ななつばえ陸上  16"43  4  浜田  真衣(4)  ななつばえ陸上  16"60

 5  日高  光葵(4)  日後谷陸上  16"80  6  服部華衣良(4)  ななつばえ陸上  17"11  7  徳井  結花(4)  新光陸上  18"16  8  平角  憂実(4)  ななつばえ陸上  18"23

 10/11
 800m

 1  1  河野  咲空(4)  新光陸上  2'51"48  2  日高  光葵(4)  日後谷陸上  3'10"93  3  鈴木  琴子(4)  日後谷陸上  3'23"68  4  平原  朋果(4)  日後谷陸上  3'27"56

 5  田中  優妃(4)  日後谷陸上  3'54"77

 10/11  小学女子５年
 100m

 1  +1.3  1  肥田  希美(5)  日南ACジュニア  15"64  2  河野  凛佳(5)  ななつばえ陸上  15"67  3  河野  星愛(5)  日南ACジュニア  16"00  4  河上    愛(5)  ななつばえ陸上  16"09

 5  木下  泉希(5)  日南ACジュニア  16"10  6  川﨑  愛心(5)  北方陸上  16"12  7  井上  来夢(5)  ななつばえ陸上  16"26  8  中野  七海(5)  日南ACジュニア  17"50

 10/11
 800m

 1  1  長嶺  璃奈(5)  新光陸上  2'53"50  2  肥田  希美(5)  日南ACジュニア  3'00"33  3  木下  泉希(5)  日南ACジュニア  3'10"65  4  清  向日葵(5)  新光陸上  3'13"22

 10/11  小学女子６年
 100m

 1  +0.5  1  松田  湖々(6)  北方陸上  15"26  2  竹永  琴音(6)  日南ACジュニア  15"32  3  岩井  らら(6)  日南ACジュニア  15"40  4  山下  愛可(6)  日後谷陸上  15"96

 5  日高  綾乃(6)  日後谷陸上  16"29  6  石川  菜緒(6)  日後谷陸上  16"87  7  藤下  華子(6)  日南ACジュニア  17"52  8  多田  小鈴(6)  日後谷陸上  17"97

 2  +1.7  1  宮本  彩楓(6)  日後谷陸上  14"27  2  内田  菜摘(6)  ななつばえ陸上  14"62  3  松岡  花風(6)  ななつばえ陸上  14"65  4  松浦  結菜(6)  日南ACジュニア  14"72

 5  作本  愛怜(6)  ななつばえ陸上  14"78  6  植田さくら(6)  ななつばえ陸上  14"90  7  高市  陽奈(6)  日南ACジュニア  15"07

 10/11
 800m

 1  1  黒田  愛梨(6)  新光陸上  2'33"09  2  河野絵吏衣(6)  新光陸上  2'38"50  3  竹永  琴音(6)  日南ACジュニア  2'46"98  4  岩井  らら(6)  日南ACジュニア  2'47"98

 5  松浦  結菜(6)  日南ACジュニア  3'20"44

 10/11

 小学女子

 4x100mR

 1  1  新光陸上B

 徳井  結花(4)
 長嶺  璃奈(5)
 清  向日葵(5)
 藤澤  美那(3)

 1'11"32  2  日南ACジュニアC

 河上  愛子(2)
 神保  美有(3)
 中野  七海(5)
 河野  結愛(4)

 1'12"94  3  新光陸上C

 中尾  楓華(2)
 長嶺  那奈(3)
 松田しほり(3)
 黒木  伽奈(3)

 1'16"20  4  ななつばえ陸上D

 守山  琴音(1)
 平角  憂実(4)

 服部衣千乃(1)
 竹井  育海(1)

 1'19"27

 5  日後谷陸上C

 酒元    凛(2)
 安楽  早織(2)
 重倉  あい(3)
 鈴木  琴子(4)

 1'19"36  6  新光陸上D

 長嶺  結奈(1)
 清    海羽(1)

 徳井  夏美(2)
 清    心咲(2)

 1'20"10  7  日南ACジュニアD

 海老原蒼空(2)
 渡辺  夢結(1)
 蛯原  桜羽(2)
 濱上  美幸(1)

 1'20"48

 2  1  ななつばえ陸上A

 植田さくら(6)
 松岡  花風(6)
 内田  菜摘(6)
 作本  愛怜(6)

 57"29  2  日南ACジュニアA

 竹永  琴音(6)
 松浦  結菜(6)
 高市  陽奈(6)
 岩井  らら(6)

 59"90  3  日後谷陸上A

 山下  愛可(6)
 日高  綾乃(6)
 日高  光葵(4)
 宮本  彩楓(6)

 1'01"72  4  新光陸上A

 黒木  玲奈(4)
 河野  咲空(4)

 河野絵吏衣(6)
 黒田  愛梨(6)

 1'03"23

 5  日南ACジュニアB

 木下  泉希(5)
 河野  星愛(5)
 藤下  華子(6)
 肥田  希美(5)

 1'04"70  6  ななつばえ陸上B

 井上  来夢(5)
 河上    愛(5)

 河野  凛佳(5)
 中島  理后(5)

 1'04"79  7  ななつばえ陸上C

 服部華衣良(4)
 作本  愛心(4)
 崎村  仁香(4)
 浜田  真衣(4)

 1'06"90  8  日後谷陸上B

 石川  菜緒(6)
 田中  優妃(4)
 多田  小鈴(6)
 平原  朋果(4)

 1'08"84

 3/4



 日南市市民体育大会
 期日:2015年10月11日  記録表 (女子・決勝)
 競技会場:日南市総合運動公園陸上競技場
 月日  種目  組  風  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録

 10/11  中学女子
 100m

 1  +1.6  1  匹田  菜波(3)  北方陸上  13"25  2  畑山  奈菜(2)  日南学園中  13"74  3  森    咲彩(2)  ななつばえ陸上  15"95

 10/11
 1500m

 1  1  小野  愛莉(1)  新光陸上  4'52"19  2  福田帆乃香(2)  新光陸上  5'10"81  3  中村  真子(1)  新光陸上  5'15"75  4  田村    瞳(1)  新光陸上  5'28"15

 10/11

 4x100mR

 1  1  新光陸上

 田村    瞳(1)
 小野  愛莉(1)
 中村  真子(1)

 福田帆乃香(2)

 1'00"81

 10/11  高校女子
 100m

 1  +1.1  1  井野  透子(1)  日南学園高  13"39  2  吉時あおい(1)  日南学園高  13"90  3  森    彩乃(1)  日南学園高  14"62  4  吉田  真於(1)  日南振徳高  15"04

 10/11

 4x100mR

 1  1  日南学園高

 渡辺  亜美(1)
 井野  透子(1)
 森    彩乃(1)

 吉時あおい(1)

 54"14

 10/11

 一般女子

 4x100mR

 1  1  日後谷陸上

 森    美樹
 永田  和子
 宮本  由美
 川野  直美

 1'10"27  2  つよしﾗﾝﾆﾝｸﾞ

 戸高  真美
 平原  和子
 多田  尚代

 川瀬智恵子

 1'20"05

 10/11  女子５・６年
 走幅跳

 1  1  作本  愛怜(6)  ななつばえ陸上  4m18
 -0.4

 2  内田  菜摘(6)  ななつばえ陸上  3m99
 +0.0

 3  植田さくら(6)  ななつばえ陸上  3m58
 +0.2

 4  河上    愛(5)  ななつばえ陸上  3m50
 +0.3

 5  宮本  彩楓(6)  日後谷陸上  3m47
 -0.2

 6  河野  星愛(5)  日南ACジュニア  3m30
 -0.2

 7  日高  綾乃(6)  日後谷陸上  3m28
 +0.0

 8  石川  菜緒(6)  日後谷陸上  3m25
 -0.2

 9  山下  愛可(6)  日後谷陸上  2m95
 -0.6

 10  中野  七海(5)  日南ACジュニア  2m88
 +0.5

 11  多田  小鈴(6)  日後谷陸上  2m40
 +0.3

 10/11  中学女子
 走幅跳

 1  1  畑山  奈菜(2)  日南学園中  4m08

 10/11  高校女子
 走幅跳

 1  1  渡辺  亜美(1)  日南学園高  4m77

 10/11
 砲丸投

 1  1  渡辺  亜美(1)  日南学園高  6m17  2  森    彩乃(1)  日南学園高  4m00
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