
 第37回西諸地区中体連秋季体育大会
 期日:2013年10月10日  男子決勝一覧表
 競技会場:小林市総合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

 10/10
 1年男子

 100m
 中武    涼(1)

 飯野中

 12"9  赤下  孔洋(1)

 小林中

 13"2  紫雲  徹真(1)

 加久藤中

 13"2  髙橋  謙太(1)

 西小林中

 13"3  竹村  健矢(1)

 西小林中

 13"6  今屋敷龍稀(1)

 永久津中

 14"0  今村  広大(1)

 西小林中

 15"0  牧野  翔立(1)

 西小林中

 15"1

 10/10  200m
 貴島  颯斗(1)

 飯野中

 26"9  髙橋  優太(1)

 西小林中

 27"6  松下  太紀(1)

 飯野中

 27"8  佐々木優則(1)

 西小林中

 28"4  小畑  裕太(1)

 加久藤中

 29"7

 10/10  1500m
 加藤  勇人(1)

 小林中

 4'34"5  山﨑  成遂(1)

 西小林中

 4'52"9  岩元  祥吾(1)

 高原中

 4'54"4  本村    吉(1)

 永久津中

 4'56"2  平野翔一郎(1)

 野尻中

 4'56"6  水流    航(1)

 小林中

 5'02"0  中島  大知(1)

 飯野中

 5'07"3  茶園    智(1)

 加久藤中

 5'16"7

 10/10  3000m
 山口  大智(1)

 小林中

 10'03"6  柳田  光優(1)

 飯野中

 10'45"4  鈴木  美響(1)

 細野中

 10'52"0  片野  雅章(1)

 紙屋中

 11'14"3  土居  悠弥(1)

 野尻中

 11'27"9  坂之下峻弥(1)

 東方中

 11'57"5  花堂    亮(1)

 須木中

 13'43"1

 10/10  100mH
 北ノ薗敦也(1)

 小林中

 15"9

 10/10
 2年男子

 100m
 坂田  崚雅(2)

 高原中

 12"3  東原  治希(2)

 野尻中

 12"7  上野光志郎(2)

 加久藤中

 12"7  阿多  快渡(2)

 西小林中

 12"8  黒木  絵雅(2)

 西小林中

 12"9  鸙野    翔(2)

 三松中

 13"0  早田  直記(2)

 加久藤中

 13"1

 10/10  200m
 園田  理貴(2)

 三松中

 24"6  石神  優介(2)

 西小林中

 26"0  平岡  祐介(2)

 西小林中

 27"0  切通  義恒(2)

 高原中

 28"0  山並    葵(2)

 加久藤中

 28"0

 10/10  1500m
 横井光太郎(2)

 野尻中

 4'45"5  梯    祐太(2)

 西小林中

 4'55"0  河野  賢太(2)

 西小林中

 4'56"5  立神  颯人(2)

 紙屋中

 4'56"9  立山  翔一(2)

 細野中

 4'57"2  田中    剛(2)

 加久藤中

 4'57"8  入佐  啓太(2)

 西小林中

 5'08"7  深草  広星(2)

 永久津中

 5'09"5

 10/10  3000m
 山口  遥生(2)

 小林中

 9'58"7  手嶋  杏丞(2)

 西小林中

 10'41"7  梯  太志朗(2)

 野尻中

 11'02"1  本坊  速斗(2)

 飯野中

 11'06"1  山縣  朋浩(2)

 高原中

 11'33"5  川内  瑛士(2)

 紙屋中

 11'49"4

 10/10  110mH
 西立野駿一(2)

 西小林中

 20"6

 10/10
 共通男子

 800m
 峯田  将希(2)

 西小林中

 2'20"4  假屋  翔夢(2)

 永久津中

 2'29"0  稲冨  右一(2)

 飯野中

 2'31"1  池田  廣成(2)

 小林中

 2'37"3

 10/10  4x100mR

 西小林中
 立野  巧也(2)
 黒木  絵雅(2)
 阿多  快渡(2)
 平岡  祐介(2)

 50"7  飯野中
 中武    涼(1)
 松下  太紀(1)
 稲冨  右一(2)
 貴島  颯斗(1)

 51"9  加久藤中
 上野光志郎(2)
 奥    拓馬(2)
 山並    葵(2)
 紫雲  徹真(1)

 52"3  小林中
 赤下  孔洋(1)
 北ノ薗敦也(1)
 水流    航(1)
 山口  大智(1)

 53"3  高原中
 西川  大樹(2)
 岩元  祥吾(1)
 切通  義恒(2)
 坂田  崚雅(2)

 54"0  永久津中
 今屋敷龍稀(1)
 本村    吉(1)
 假屋  翔夢(2)
 深草  広星(2)

 54"8  野尻中
 梯  太志朗(2)
 土居  悠弥(1)
 平野翔一郎(1)
 東原  治希(2)

 55"2

 10/10  棒高跳
 石ヶ野充樹(1)

 小林中

 1m50

 10/10  砲丸投
 立野  巧也(2)

 西小林中

 7m36  村川  孝行(2)

 小林中

 7m15  大久保  慶(2)

 西小林中

 6m26  脇屋敷昇也(2)

 永久津中

 6m24  森永  駿介(1)

 飯野中

 4m85  鸙野  圭汰(1)

 東方中

 4m83

 1/2



 第37回西諸地区中体連秋季体育大会
 期日:2013年10月10日  女子決勝一覧表
 競技会場:小林市総合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

 10/10
 1年女子

 100m
 岩元  玲奈(1)

 小林中

 14"2  伊地知里実(1)

 飯野中

 14"5  倉薗  愛理(1)

 小林中

 14"9  丸山  莉奈(1)

 高原中

 14"9  神之薗怜来(1)

 永久津中

 15"0  壱岐ひなた(1)

 西小林中

 15"3  園田  李麻(1)

 三松中

 15"8  入佐明日香(1)

 高原中

 16"2

 10/10  200m
 宮尾  珠江(1)

 小林中

 28"0  福永  裕香(1)

 三松中

 31"4  ??都  和深(1)

 三松中

 32"4

 10/10  800m
 森髙未玲愛(1)

 永久津中

 2'36"0  須賀  真生(1)

 西小林中

 2'37"4  吉國さくら(1)

 小林中

 2'37"9  下沖  万祐(1)

 野尻中

 2'38"6  松原  有里(1)

 小林中

 2'41"1  赤﨑  千明(1)

 小林中

 2'42"8  小川  珠璃(1)

 飯野中

 2'44"4  江口  由依(1)

 東方中

 2'45"5

 10/10  80mH
 木下みなみ(1)

 小林中

 14"3  上之  理聖(1)

 後川内中

 18"4

 10/10
 2年女子

 100m
 柏木菜々子(2)

 小林中

 13"8  髙島真沙樹(2)

 飯野中

 13"9  川畑    渚(2)

 高原中

 15"1  八木咲代里(2)

 永久津中

 15"1  西  明日香(2)

 三松中

 15"4  小畑仁唯奈(2)

 加久藤中

 15"5  美坂  愛奈(2)

 加久藤中

 15"5  黒木早李菜(2)

 三松中

 15"9

 10/10  200m
 古川  玲奈(2)

 東方中

 30"8  田口  美羽(2)

 高原中

 33"2  有留  菜央(2)

 加久藤中

 33"6

 10/10  800m
 原田奈々美(2)

 小林中

 2'29"6  前原  愛澄(2)

 高原中

 2'33"0  岸田  優美(2)

 紙屋中

 2'33"7  内村  有沙(2)

 紙屋中

 2'40"5  平川  南穂(2)

 高原中

 2'42"2  永井  里奈(2)

 紙屋中

 2'42"6  松田優里菜(2)

 西小林中

 2'43"9  栗林  由花(2)

 須木中

 2'47"4

 10/10  100mH
 日髙  優惟(2)

 小林中

 18"1

 10/10
 共通女子

 1500m
 横山  瑞希(2)

 小林中

 5'00"6  大矢  早姫(2)

 須木中

 5'01"1  柴崎真奈美(2)

 西小林中

 5'02"4  尾辻  彩花(1)

 西小林中

 5'12"4  吉薗    栞(2)

 須木中

 5'19"7  園田  桃子(2)

 紙屋中

 5'29"5  楠元  瑞希(2)

 紙屋中

 5'40"1  境谷  瑠佳(2)

 小林中

 5'52"5

 10/10  4x100mR

 小林中
 武田  季子(2)
 宮尾  珠江(1)
 村﨑  杏佳(2)
 柏木菜々子(2)

 54"4  高原中
 平川  南穂(2)
 丸山  莉奈(1)
 川畑    渚(2)
 前原  愛澄(2)

 58"4  西小林中
 松田優里菜(2)
 壱岐ひなた(1)
 須賀  真生(1)
 柴崎真奈美(2)

 59"7  三松中
 園田  李麻(1)
 黒木早李菜(2)
 ??都  和深(1)
 西  明日香(2)

 1'00"7  加久藤中
 美坂  愛奈(2)
 有留  菜央(2)
 小畑仁唯奈(2)
 長谷えみり(2)

 1'00"9  東方中
 上野  璃子(2)
 古川  玲奈(2)
 深田  彩乃(1)
 江口  由依(1)

 1'01"1  須木中
 原田明日花(2)
 大矢  早姫(2)
 吉薗    栞(2)
 栗林  由花(2)

 1'01"5

 10/10  走高跳
 武田  季子(2)

 小林中

 1m20

 10/10  走幅跳
 髙山    若(1)

 小林中

 4m16  鈴木  由葵(2)

 小林中

 4m11  押川絵理香(1)

 三松中

 3m56

 10/10  砲丸投
 脇田みず紀(2)

 後川内中

 8m59  山下  宇海(1)

 三松中

 6m85  上野  璃子(2)

 東方中

 6m49

 2/2


