
 第65回西都児湯地区中学校総合体育大会陸上競技
 期日:2014年6月16日  男子決勝一覧表
 競技会場:藤見公園陸上競技場
 月日  種目  1位  2位  3位  4位  5位  6位  7位  8位

 6/16
 3年男子

 100m
 有吉  勇汰(3)

 富田

 12"0  尾﨑  友亮(3)

 妻

 12"1  松村  理功(3)

 高鍋東

 12"3  黒木  啓太(3)

 木城

 12"5  原田  佳明(3)

 妻

 12"7  小川  祐稀(3)

 木城

 12"9

 6/16  1500m
 隈元  紘輝(3)

 高鍋東

 4'10"1  緒方  俊亮(3)

 妻

 4'24"3  久嶋  弘圭(3)

 妻

 4'26"5  竹下  航大(3)

 三財小中

 4'48"1  酒見  大河(3)

 都農

 4'50"6  新恵  拓実(3)

 上新田

 4'53"7  徳丸    慧(3)

 高鍋東

 4'54"1  大田  神輔(3)

 木城

 4'55"4

 6/16
 2年男子

 100m
 桑野  拓海(2)

 高鍋東

 12"2  鎌田  翔馬(2)

 三財小中

 12"3  久保田峻介(2)

 妻

 12"5  甲斐  竜太(2)

 妻

 12"7  髙橋  大輔(2)

 新田学園

 13"0  春成  裕太(2)

 都於郡

 13"2

 6/16  1500m
 荒川  龍也(2)

 都農

 4'31"2  寺原  大統(2)

 妻

 4'34"3  細谷  涼介(2)

 穂北

 4'40"7  黒木  宥希(2)

 穂北

 4'42"9  酒見  遼河(2)

 都農

 4'55"2  松下隆之輔(2)

 都於郡

 5'03"1  片木  瑛真(2)

 三財小中

 5'05"9  三牧    仁(2)

 木城

 5'06"2

 6/16
 1年男子

 100m
 松本    大(1)

 唐瀬原

 12"6  猪俣  嶺也(1)

 新田学園

 13"2  安藤  修哉(1)

 都農

 13"4  大賀  紘輝(1)

 富田

 13"6  壱岐  友哉(1)

 富田

 13"9  川崎  聖人(1)

 唐瀬原

 14"1

 6/16  1500m
 堀  晃士朗(1)

 妻

 4'47"8  河野  絢太(1)

 妻

 4'51"9  杉本    陸(1)

 富田

 5'05"3  黒木  蓮太(1)

 都農

 5'09"0  海老原一翔(1)

 木城

 5'20"5  林    大智(1)

 三財小中

 5'22"2  河野    翔(1)

 富田

 5'25"9  澤井  保宏(1)

 木城

 5'33"4

 6/16
 共通男子

 200m
 齊藤  将太(3)

 妻

 23"8  新名  翔哉(3)

 都農

 23"9  松村  理功(3)

 高鍋東

 24"0  桑野  拓海(2)

 高鍋東

 24"4  田村  琉貴(3)

 妻

 24"8  山﨑  航太(3)

 木城

 26"1

 6/16  400m
 齊藤  将太(3)

 妻

 52"6  田村  琉貴(3)

 妻

 53"5  新名  翔哉(3)

 都農

 53"8  山村  晃司(3)

 富田

 56"2  酒見  大河(3)

 都農

 1'00"3  小池  新生(1)

 富田

 1'05"1  出口  耕輔(2)

 木城

 1'08"3  三牧    仁(2)

 木城

 1'11"2

 6/16  800m
 久嶋  弘圭(3)

 妻

 2'07"1  肥田木  親(3)

 妻

 2'15"0  中山  大生(3)

 富田

 2'15"5  沖松  壱哉(3)

 三財小中

 2'16"6  河野  捷胡(3)

 都農

 2'16"8  岡本  篤樹(3)

 富田

 2'26"1  竹下  航大(3)

 三財小中

 2'27"1  大田  神輔(3)

 木城

 2'28"2

 6/16  3000m
 隈元  紘輝(3)

 高鍋東

 9'01"0  緒方  俊亮(3)

 妻

 9'22"2  藪押  魁飛(3)

 穂北

 9'38"4  河野  壮汰(3)

 妻

 9'42"7  荒川  龍也(2)

 都農

 10'14"5  酒見  遼河(2)

 都農

 10'22"0  竹﨑  大輔(3)

 木城

 10'27"8  川越  匠人(2)

 木城

 10'31"5

 6/16  110mH
 立川  達也(3)

 唐瀬原

 18"3  小西  利宝(3)

 唐瀬原

 19"6

 6/16  4x100mR

 妻
 尾﨑  友亮(3)
 齊藤  将太(3)
 久保田峻介(2)
 田村  琉貴(3)

 46"6  富田
 有吉  勇汰(3)
 倉永  大輝(3)
 山村  晃司(3)
 大原  拓也(3)

 48"1  木城
 萱嶋    大(3)
 小川  祐稀(3)
 山﨑  航太(3)
 黒木  啓太(3)

 48"9  高鍋東
 阿久根慶人(1)
 竹内  将大(3)
 桑野  拓海(2)
 松村  理功(3)

 49"2  都農
 橋口  涼之(3)
 新名  翔哉(3)
 酒見  大河(3)
 河野  捷胡(3)

 49"6  唐瀬原
 立川  達也(3)
 小出  壮人(3)
 小西  利宝(3)
 兒玉  樹彦(2)

 49"8  三財小中
 林    大登(3)
 竹下  航大(3)
 阿萬  和樹(3)
 鎌田  翔馬(2)

 49"9  都於郡
 甲斐  響起(3)
 図師  晃太(3)
 青山  竜輔(3)
 鎮守  祥鳳(3)

 51"5

 6/16
 低学年男子

 100mH
 兒玉  樹彦(2)

 唐瀬原

 17"5  肥田木悠斗(2)

 三財小中

 19"7  松浦  志穏(2)

 唐瀬原

 20"6

 6/16  4x100mR

 新田学園
 安藤  達矢(2)
 猪俣  嶺也(1)
 川越  滉大(1)
 髙橋  大輔(2)

 52"6  富田
 橋口  恵斗(2)
 大賀  紘輝(1)
 小池  新生(1)
 稲毛  雄哉(2)

 53"2  唐瀬原
 今村  龍也(2)
 松本    大(1)
 川崎  聖人(1)
 松浦  志穏(2)

 53"8  都農
 荒川  龍也(2)
 酒見  遼河(2)
 河野  斗真(1)
 安藤  修哉(1)

 54"2  木城
 荒川    宰(2)
 海老原一翔(1)
 澤井  保宏(1)
 亀長  奎太(2)

 54"5  都於郡
 春成  裕太(2)
 尾﨑  堅伍(1)
 関谷  悠乃(1)
 井上  玲央(2)

 54"7

 6/16
 共通男子

 走高跳
 小川  祐稀(3)

 木城

 1m58  阿萬  和樹(3)

 三財小中

 1m50  関原  稜真(3)

 三財小中

 1m44  川越  匠人(2)

 木城

 1m26

 6/16  走幅跳
 髙橋  大輔(2)

 新田学園

 4m97  甲斐  竜太(2)

 妻

 4m86  関原  稜真(3)

 三財小中

 4m66  甲斐留美奈(3)

 上新田

 4m55  緒方  一浩(3)

 三財小中

 4m43  豊永  俊也(3)

 富田

 4m31  横山  晃大(3)

 三納小中

 4m29  安藤  達矢(2)

 新田学園

 4m15

 6/16  砲丸投
 阿萬  和樹(3)

 三財小中

 7m58  今村  龍也(2)

 唐瀬原

 7m28  多田羅順也(3)

 新田学園

 6m83  竹﨑  大輔(3)

 木城

 6m74  鳥原  康平(3)

 富田

 5m93  出口  耕輔(2)

 木城

 5m59  北村  優斗(3)

 富田

 5m27  佐藤    仁(2)

 三財小中

 5m23

 1/2



 第65回西都児湯地区中学校総合体育大会陸上競技
 期日:2014年6月16日  女子決勝一覧表
 競技会場:藤見公園陸上競技場
 月日  種目  1位  2位  3位  4位  5位  6位  7位  8位

 6/16
 3年女子

 100m
 松本  風香(3)

 唐瀬原

 13"7  野田有里奈(3)

 高鍋東

 14"0  椎木  麻有(3)

 高鍋西

 14"1  三角  綾菜(3)

 唐瀬原

 14"3  圖師  朱里(3)

 木城

 15"2  小野  愛可(3)

 高鍋東

 15"4

 6/16  800m
 桑野    渚(3)

 高鍋東

 2'24"4  髙橋  紅葉(3)

 妻

 2'25"6  東郷  朱純(3)

 富田

 2'44"3  吉瀬  友那(3)

 高鍋西

 2'48"2  緒方  日菜(3)

 新田学園

 2'55"4  澤井  信保(3)

 木城

 2'59"9  図師  陽和(3)

 富田

 3'01"0  永友    楓(3)

 木城

 3'02"7

 6/16
 2年女子

 100m
 金丸  天音(2)

 唐瀬原

 13"6  黒木  秋穂(2)

 唐瀬原

 14"1  市坪  未有(2)

 富田

 14"2  小河    歩(2)

 西米良

 14"3  森田  萌水(2)

 高鍋西

 14"4  森    菜七(2)

 高鍋西

 14"5

 6/16  800m
 黒水  優衣(2)

 高鍋東

 2'28"1  髙嶋みさと(2)

 高鍋東

 2'28"4  黒木日香莉(2)

 国光原

 2'28"7  緒方  茉耶(2)

 妻

 2'37"7  中田  莉央(2)

 木城

 2'42"1  黒木  美亜(2)

 富田

 2'42"8  永澤  初佳(2)

 木城

 2'50"1  岩井  那奈(2)

 三財小中

 2'52"8

 6/16
 1年女子

 100m
 岩本  真奈(1)

 富田

 14"5  那須  愛生(1)

 妻

 14"5  甲斐  塔子(1)

 西米良

 14"6  尾﨑  友南(1)

 妻

 14"9  原田  愛海(1)

 高鍋東

 15"0  杉尾  紀香(1)

 木城

 15"2

 6/16  800m
 落合  莉子(1)

 妻

 2'25"9  牧草  千鞠(1)

 木城

 2'30"2  小西  結々(1)

 高鍋東

 2'31"2  長峯芹理香(1)

 富田

 2'33"7  澤田  奈弥(1)

 富田

 2'35"9  綾部  未菜(1)

 木城

 2'46"1  小山  京花(1)

 高鍋東

 2'46"5  稲田沙也香(1)

 三財小中

 3'04"5

 6/16
 共通女子

 200m
 金丸  天音(2)

 唐瀬原

 27"9  野田有里奈(3)

 高鍋東

 28"6  岩村  柚希(2)

 高鍋西

 29"1  三角  綾菜(3)

 唐瀬原

 29"2  中武  実鼓(2)

 高鍋西

 30"2  杉尾  紀香(1)

 木城

 31"5

 6/16  1500m
 髙橋  紅葉(3)

 妻

 4'54"6  桑野    渚(3)

 高鍋東

 5'10"5  黒水  優衣(2)

 高鍋東

 5'14"1  川越  茜未(1)

 木城

 5'30"9  吉田  真悠(1)

 木城

 5'32"0  緒方  茉耶(2)

 妻

 5'42"3  阿南    咲(3)

 上新田

 6'56"5

 6/16  100mH
 澁谷    栞(3)

 唐瀬原

 18"5  金田  早代(3)

 高鍋東

 18"8  船ケ山由佳(3)

 高鍋東

 18"9  江藤  姫花(3)

 唐瀬原

 19"1  阿部  祐希(1)

 木城

 24"2  吉田  真悠(1)

 木城

 26"9

 6/16  4x100mR

 高鍋西
 中武  実鼓(2)
 森    菜七(2)
 森田  萌水(2)
 椎木  麻有(3)

 54"7  唐瀬原
 三角  綾菜(3)
 松本  風香(3)
 江藤  姫花(3)
 澁谷    栞(3)

 55"2  高鍋東
 小野  愛可(3)
 船ケ山由佳(3)
 金田  早代(3)
 野田有里奈(3)

 56"4  木城
 澤井  信保(3)
 圖師  朱里(3)
 白坂  楓夏(1)
 富岡実乃梨(3)

 1'00"1  富田
 齊藤ひかり(3)
 榮福  優伽(3)
 佐藤  楓音(3)
 長友  千恵(3)

 1'00"7  三財小中
 緒方  彩美(3)
 山中  美紅(3)
 日高  彩乃(3)
 中武  史帆(3)

 1'02"7

 6/16
 低学年女子

 80mH
 中田  莉央(2)

 木城

 14"1  山田  七海(2)

 唐瀬原

 14"4  中村  菜美(2)

 唐瀬原

 16"5  廣瀬  真希(1)

 木城

 18"2

 6/16  4x100mR

 唐瀬原
 黒木  秋穂(2)
 吉谷    栞(1)
 鶴田真侑子(1)
 金丸  天音(2)

 57"8  木城
 黒木  優花(2)
 牧草  千鞠(1)
 綾部  未菜(1)
 中田  莉央(2)

 58"1  高鍋東
 佐藤  萌香(2)
 原田  愛海(1)
 勢井  唯伽(1)
 髙嶋みさと(2)

 58"6  富田
 岩本  真奈(1)
 佐渡川  桜(2)
 矢野    静(1)
 市坪  未有(2)

 58"8  国光原
 大山  華奈(2)
 黒木  彩菜(1)
 河野    愛(1)
 黒木日香莉(2)

 59"2  三財小中
 齋藤  遥菜(2)
 高野菜乃羽(1)
 井上あゆみ(1)
 岩井  那奈(2)

 1'00"0

 6/16
 共通女子

 走幅跳
 小河    歩(2)

 西米良

 4m25  帳    晴香(2)

 唐瀬原

 4m23  椎木  麻有(3)

 高鍋西

 3m99  甲斐  塔子(1)

 西米良

 3m97  川野  友里(2)

 唐瀬原

 3m80  中武  実鼓(2)

 高鍋西

 3m76  緒方  日菜(3)

 新田学園

 3m55  川越  茜未(1)

 木城

 3m44

 6/16  砲丸投
 富岡実乃梨(3)

 木城

 9m46  山中  美紅(3)

 三財小中

 6m48  日高  彩乃(3)

 三財小中

 6m45  小嶋  汐梨(3)

 新田学園

 6m24  河野  留美(3)

 唐瀬原

 6m23  安藤  真葉(1)

 三納小中

 5m65  黒木    萌(1)

 三納小中

 5m37  永澤  初佳(2)

 木城

 5m32

 2/2


