
 第51回県北少年少女スポーツ大会陸上競技
 期日:2012年5月3日  記録表 (男子・決勝)
 競技会場:西階陸上競技場
 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

 5/03
 中学1年男子

 100m
 1  +2.4  1  和藤  一真(1)  東海中  12"07  2  片山    翼(1)  尚学館中  13"20  3  渡部  俊輝(1)  西階中  13"23  4  中山    駿(1)  日之影中  13"25

 5  坂本  大紀(1)  西階中  13"62  6  岩切  魁人(1)  西階中  13"62  7  山田  大喜(1)  東海中  13"70  8  田中  光樹(1)  岡富中  13"73

 5/03
 200m

 1  +2.9  1  中山    駿(1)  日之影中  27"31  2  松山  朋矢(1)  東海中  27"35  3  山本  悠介(1)  松尾中  28"00  4  田中  光樹(1)  岡富中  28"10

 5  平﨑  大祐(1)  東海中  28"17  6  吉岡  恒陽(1)  北方中  29"94  7  藤田  真翠(1)  岡富中  30"37  8  海野  太平(1)  平岩小中  30"37

 5/03
 1500m

 1  1  吉武  慶太(1)  尚学館中  5'16"54  2  青木  大河(1)  岡富中  5'23"60  3  篠村  陽輔(1)  高千穂中  5'33"76  4  矢野  嵩明(1)  岡富中  6'30"65

 5  松本  一樹(1)  高千穂中  7'18"99

 5/03
 中学2年男子

 100m
 1  +3.4  1  吉田  駿平(2)  高千穂中  11"73  2  渋谷  悠斗(2)  日向中  11"88  3  山田  利樹(2)  土々呂中  12"33  4  加行  晃久(2)  尚学館中  12"46

 5  松濱    碧(2)  尚学館中  12"48  6  黒木  一生(2)  富島中  12"68  7  黒田  将気(2)  岡富中  12"88  8  寺原  史亜(2)  土々呂中  13"32

 5/03
 200m

 1  +4.1  1  甲斐  拓篤(2)  松尾中  27"73  2  安藤    嶺(2)  松尾中  28"14  3  藤島    臣(2)  門川中  28"66  4  藤波  直人(2)  黒岩中  30"26

 5  林田  裕太(2)  黒岩中  31"19

 2  +5.6  1  柏田  基凱(2)  富島中  25"84  2  寺原  史亜(2)  土々呂中  27"12  3  貫    寛隆(2)  門川中  27"22  4  廣石  拓海(2)  南中  27"69

 5  甲斐  康行(2)  土々呂中  28"72  6  金子  大輔(2)  東海中  28"92  7  甲斐  唯斗(2)  松尾中  28"99

 3  +2.7  1  松濱    碧(2)  尚学館中  25"66  2  田口    寮(2)  日向中  26"57  3  濱田  颯佑(2)  西階中  27"33  4  横山賢一郎(2)  東海中  27"58

 5  福永  弘晟(2)  土々呂中  27"63  6  加行  晃久(2)  尚学館中  28"69

 4  +2.3  1  吉田  駿平(2)  高千穂中  24"54  2  渋谷  悠斗(2)  日向中  25"34  3  黒田  将気(2)  岡富中  25"46  4  緒方  宙明(2)  日之影中  28"11

 5/03
 1500m

 1  1  柳瀬  涼介(2)  岡富中  4'33"81  2  清家  由宇(2)  岡富中  4'34"94  3  甲斐    翼(2)  東海中  4'42"49  4  甲斐  雄大(2)  門川中  4'50"47

 5  山下    響(2)  門川中  4'52"61  6  柴田  成里(2)  西階中  4'53"19  7  河内  悠太(2)  南中  4'53"34  8  黒田  大喜(2)  南中  4'55"32

 9  甲斐  広翔(2)  高千穂中  5'01"67  10  佐藤  峻瑠(2)  岩戸中  5'06"20  11  興梠  竜生(2)  西階中  5'07"22  12  小野  和輝(2)  東海中  5'11"37

 13  丸山  真和(2)  門川中  5'13"56  14  辻    優希(2)  東海中  5'14"91  15  柏田  基凱(2)  富島中  5'20"77  16  髙橋  雄也(2)  門川中  5'30"08

 17  甲斐  唯斗(2)  松尾中  5'31"65  18  鈴木淳一郎(2)  高千穂中  5'36"09  19  春田  充輝(2)  日之影中  5'38"30  20  黒木  康希(2)  門川中  6'02"05

 5/03
 中学3年男子

 100m
 1  +2.5  1  橋口  直仁(3)  美々津中  11"45  2  甲斐  洸樹(3)  西階中  11"82  3  佐藤  史哉(3)  南中  11"91  4  吉岡    沢(3)  土々呂中  11"91

 5  戸田  雄大(3)  土々呂中  11"91  6  海野  大和(3)  平岩小中  12"08  7  金子  大地(3)  東海中  12"13

 5/03
 200m

 1  +2.2  1  海野  大和(3)  平岩小中  25"49  2  山下翔太郎(3)  門川中  26"15  3  日髙  晃弘(3)  岡富中  26"46  4  矢野  瑞貴(3)  西階中  27"52

 5  橋倉  涼太(3)  西階中  28"76  6  白木    超(3)  岡富中  29"61  7  川本  将己(3)  西階中  30"01

 2  +3.8  1  ﾛﾏｽｼﾞｭﾆｱ貴(3)  東海中  24"93  2  馬原  憲明(3)  岩戸中  25"31  3  椿原  和真(3)  門川中  25"48  4  甲斐  英雄(3)  岡富中  25"48

 5  髙森研志郎(3)  大王谷学園  26"28

 3  +3.2  1  甲斐  和馬(3)  岡富中  24"16  2  甲斐  洸樹(3)  西階中  24"34  3  成岡  拓海(3)  土々呂中  24"36  4  戸田  雄大(3)  土々呂中  24"42

 5  佐藤  史哉(3)  南中  24"59  6  俵    孝輔(3)  日之影中  25"17

 5/03
 1500m

 1  1  佐藤冴太郎(3)  日之影中  4'30"84  2  篠村  太輔(3)  高千穂中  4'31"20  3  佐藤  弘規(3)  高千穂中  4'35"33  4  甲斐蒼一朗(3)  門川中  4'40"53

 5  桑原    樹(3)  東海中  4'42"27  6  湯川  竣太(3)  岡富中  4'42"89  7  黒木  皓平(3)  東海中  4'48"60  8  矢野  裕明(3)  岡富中  4'50"37

 9  猪尾晨之佑(3)  大王谷学園  4'52"73  10  井上  涼太(3)  門川中  4'52"96  11  宮川  一輝(3)  土々呂中  5'00"64  12  甲斐臨大朗(3)  西階中  5'05"56

 1/10



 第51回県北少年少女スポーツ大会陸上競技
 期日:2012年5月3日  記録表 (男子・決勝)
 競技会場:西階陸上競技場
 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

 5/03
 中学3年男子

 1500m
 1  13  甲斐  翔太(3)  岩戸中  5'12"82  14  河野  貴史(3)  門川中  5'13"09  15  杉本  涼太(3)  西階中  5'14"48  16  川本  将己(3)  西階中  5'17"92

 17  福永  勇晟(3)  土々呂中  5'38"17  18  矢野  琢己(3)  東海中  5'52"86  19  橋倉  涼太(3)  西階中  5'59"40

 5/03
 中学共通男子

 400m
 1  1  馬原  憲明(3)  岩戸中  57"29  2  山本  瑠樹(2)  東海中  1'02"75  3  山本  悠介(1)  松尾中  1'03"58  4  田口    寮(2)  日向中  1'04"41

 5  金子  大輔(2)  東海中  1'08"26  6  松岡  雄蔵(2)  松尾中  1'09"77  7  白木    超(3)  岡富中  1'09"89

 2  1  俵    孝輔(3)  日之影中  54"74  2  湯村    歩(3)  西階中  55"95  3  甲斐  真弥(3)  西階中  56"97  4  小野  朋弥(2)  門川中  58"92

 5  白石  健太(3)  土々呂中  59"50

 3  1  甲斐  和馬(3)  岡富中  54"58  2  若松  佳靖(3)  土々呂中  55"98  3  荒堀  大夢(3)  南中  56"55  4  吉岡    沢(3)  土々呂中  58"10

 5  溝口  日彩(2)  富島中  58"18  6  甲斐  宇瑛(3)  日之影中  58"70

 5/03
 800m

 1  1  甲斐  真弥(3)  西階中  2'12"17  2  三重野慶希(2)  西階中  2'19"15  3  小野  朋弥(2)  門川中  2'21"23  4  矢野  駿仁(3)  南中  2'24"58

 5  小野  和輝(2)  東海中  2'32"90  6  甲斐  翔太(3)  岩戸中  2'36"45  7  佐藤  峻瑠(2)  岩戸中  2'37"63  8  丸山  真和(2)  門川中  2'38"41

 9  春田  充輝(2)  日之影中  2'41"30  10  矢野  琢己(3)  東海中  2'41"53  11  松岡  雄蔵(2)  松尾中  2'42"15

 2  1  湯川  竣太(3)  岡富中  2'09"86  2  佐藤冴太郎(3)  日之影中  2'12"37  3  篠村  太輔(3)  高千穂中  2'13"61  4  中村  昇太(3)  南中  2'15"00

 5  若松  佳靖(3)  土々呂中  2'15"26  6  成岡  拓海(3)  土々呂中  2'15"34  7  甲斐  宇瑛(3)  日之影中  2'15"63  8  矢野  裕明(3)  岡富中  2'17"24

 9  甲斐    翼(2)  東海中  2'19"73  10  黒田  大喜(2)  南中  2'25"49  11  河野  貴史(3)  門川中  2'29"68  12  鈴木淳一郎(2)  高千穂中  2'52"75

 5/03
 3000m

 1  1  柳瀬  涼介(2)  岡富中  9'50"52  2  清家  由宇(2)  岡富中  9'51"16  3  桑原    樹(3)  東海中  10'24"70  4  甲斐  雄大(2)  門川中  10'30"16

 5  佐藤  弘規(3)  高千穂中  10'46"98  6  甲斐蒼一朗(3)  門川中  10'47"03  7  宮川  一輝(3)  土々呂中  10'50"06  8  山下    響(2)  門川中  10'52"29

 9  井上  涼太(3)  門川中  11'03"10  10  甲斐  広翔(2)  高千穂中  11'06"03  11  辻    優希(2)  東海中  11'30"15  12  髙橋  雄也(2)  門川中  12'11"10

 5/03
 110mH

 1  1  甲斐  英雄(3)  岡富中  17"45  2  日髙  晃弘(3)  岡富中  18"17  3  金子  大地(3)  東海中  19"54  4  名倉  慧希(2)  美々津中  20"79

 5/03

 4x100mR

 1  1  西階中B

 三重野慶希(2)
 渡部  俊輝(1)
 岩切  魁人(1)
 濱田  颯佑(2)

 52"02  2  岡富中B

 黒田  将気(2)
 矢野  裕明(3)
 白木    超(3)

 柳瀬  涼介(2)

 52"50  3  土々呂中C

 甲斐  康行(2)
 寺原  史亜(2)
 福永  勇晟(3)
 福永  弘晟(2)

 54"33  4  東海中C

 金子  大輔(2)
 堀田  右京(2)
 小野  和輝(2)

 小屋松大輝(2)

 54"62

 2  1  日之影中

 甲斐  潤平(3)
 甲斐  宇瑛(3)
 緒方  宙明(2)
 俵    孝輔(3)

 50"16  2  土々呂中B

 白石  健太(3)
 山田  利樹(2)
 宮川  一輝(3)
 吉岡    沢(3)

 50"35  3  岩戸中

 田部浩太郎(3)
 甲斐  泰成(3)
 佐藤  真也(3)
 馬原  憲明(3)

 51"08  4  東海中B

 向山  竜平(3)
 横山賢一郎(2)
 山本  瑠樹(2)
 桑原    樹(3)

 51"53

 5  高千穂中

 甲斐  広翔(2)
 吉田  駿平(2)
 篠村  太輔(3)
 佐藤  弘規(3)

 52"14  6  松尾中

 甲斐  唯斗(2)
 山本  悠介(1)
 安藤    嶺(2)

 甲斐  拓篤(2)

 54"80

 3  1  土々呂中A

 戸田  雄大(3)
 児玉  郁大(3)
 若松  佳靖(3)
 成岡  拓海(3)

 46"49  2  西階中A

 甲斐  真弥(3)
 渡邉  波輝(3)
 湯村    歩(3)

 甲斐  洸樹(3)

 46"50  3  東海中A

 荒木  孝仁(3)
 和藤  一真(1)

 ﾛﾏｽｼﾞｭﾆｱ貴(3)
 金子  大地(3)

 47"10  4  岡富中A

 日髙  晃弘(3)
 甲斐  和馬(3)
 甲斐  英雄(3)
 湯川  竣太(3)

 48"22

 5  南中A

 中村  昇太(3)
 荒堀  大夢(3)
 矢野  駿仁(3)
 佐藤  史哉(3)

 48"30  6  門川中A

 山下翔太郎(3)
 小野  朋弥(2)
 山崎  晃生(3)
 椿原  和真(3)

 50"07  7  尚学館中

 吉武  慶太(1)
 加行  晃久(2)
 片山    翼(1)
 松濱    碧(2)

 53"37

 5/03
 小学5年男子

 100m
 1  +4.5  1  柳田  征彦(5)  東海ｱｽﾘｰﾄ  14"27  2  林田  侑起(5)  南方ｱｽﾘｰﾄ  14"65  3  黒木  優作(5)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  14"68  4  別府  眞伍(5)  財光寺Jr陸上  14"76

 5  川名  秀星(5)  延岡南部陸上  14"89  6  内越  遥己(5)  延岡南部陸上  15"23  7  高田康之佑(5)  東海ｱｽﾘｰﾄ  15"30  8  松田  壮汰(5)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  15"44

 5/03
 小学6年男子

 100m
 1  +2.8  1  土肥  雅昂(6)  東海ｱｽﾘｰﾄ  13"92  2  森    優樹(6)  東海ｱｽﾘｰﾄ  14"07  3  川﨑  太輔(6)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  14"14  4  佐藤  紫雲(6)  南方ｱｽﾘｰﾄ  14"33

 2/10



 第51回県北少年少女スポーツ大会陸上競技
 期日:2012年5月3日  記録表 (男子・決勝)
 競技会場:西階陸上競技場
 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

 5/03
 小学6年男子

 100m
 1  +2.8  5  吉田  壮吾(6)  東海ｱｽﾘｰﾄ  14"71  6  鶴野  惇平(6)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  14"73  7  原田    晴(6)  財光寺Jr陸上  14"90  8  齋藤  瑞希(6)  東海ｱｽﾘｰﾄ  15"11

 5/03

 小学共通男子

 4x100mR

 1  1  延岡ｼﾞｭﾆｱC

 椿  竜太郎(5)
 松田  壮汰(5)
 大塚  啓成(5)
 黒木  優作(5)

 1'01"99  2  東海ｱｽﾘｰﾄC

 荒木    航(5)
 高田康之佑(5)

 芝    裕磨(5)
 宮川  恭一(5)

 1'03"07  3  財光寺Jr陸上B

 川越  景太(5)
 石川  莉久(5)
 河野  倫大(5)
 松木  千尋(5)

 1'04"54  4  南方ｱｽﾘｰﾄC

 尾方  天空(5)
 峯田  大生(5)
 武藤  大智(5)
 梅田  瑞樹(6)

 1'06"32

 2  1  延岡ｼﾞｭﾆｱA

 先崎  大也(6)
 鶴野  惇平(6)
 石塚    響(6)

 川﨑  太輔(6)

 59"49  2  財光寺Jr陸上A

 甲斐  龍斗(6)
 別府  眞伍(5)
 奈須  圭蔵(6)
 原田    晴(6)

 59"91  3  延岡南部陸上

 岩切錬太郎(6)
 内越  遥己(5)
 甲斐  一馬(5)
 川名  秀星(5)

 1'01"80  4  南方ｱｽﾘｰﾄB

 渡部  洋澄(5)
 林田  侑起(5)
 堂芝  大輝(5)
 大森  鴻大(5)

 1'02"04

 5  東海ｱｽﾘｰﾄB

 甲斐  友稀(5)
 吉田  壮吾(6)
 和藤  竜二(6)
 後藤  拓磨(6)

 1'02"62  6  南方ｱｽﾘｰﾄA

 小川  愛翔(6)
 原田  侑弥(6)
 隈部  直哉(6)
 佐藤  紫雲(6)

 1'04"57  7  延岡ｼﾞｭﾆｱB

 前田  大成(6)
 畦地  貴斗(6)
 井上  湧也(6)
 河内  慶太(6)

 1'05"27

 5/03
 中学共通男子

 走高跳
 1  1  荒木  孝仁(3)  東海中  1m40  2  小屋松大輝(2)  東海中  1m25

 5/03
 走幅跳

 1  1  児玉  郁大(3)  土々呂中  5m90  2  田中幹三郎(3)  大王谷学園  5m77  3  谷川  尚之(3)  日之影中  5m66  4  山本  瑠樹(2)  東海中  5m26

 5  田部浩太郎(3)  岩戸中  5m20  6  堀田  右京(2)  東海中  5m08  7  甲斐  泰成(3)  岩戸中  4m99  8  黒木  一生(2)  富島中  4m88

 9  向山  竜平(3)  東海中  4m84  10  佐藤  真也(3)  岩戸中  4m77  11  甲斐  潤平(3)  日之影中  4m73  12  小屋松大輝(2)  東海中  4m63

 13  山崎  晃生(3)  門川中  4m51  14  荒木  悠紫(2)  富島中  3m50

 5/03
 砲丸投

 1  1  富山  洋輝(2)  西階中  6m78

 5/03
 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ･ｽﾛｰ

 1  1  佐藤  真也(3)  岩戸中  33m30
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