
 第９回南那珂地区中学校秋季体育大会　陸上競技の部
 期日:2014年10月9日  男子決勝一覧表
 競技会場:日南市総合運動公園
 月日  種目  1位  2位  3位  4位  5位  6位  7位  8位

 10/09
 男子１年

 100m
 川口恵四郎(1)

 吾田中

 13"00  川﨑  新太(1)

 大束中

 13"51  山本  光晟(1)

 日南学園中

 13"56  杉山  万桜(1)

 吾田中

 13"94  神園  大輔(1)

 飫肥中

 14"22  高山  健人(1)

 吾田中

 14"39

 10/09  200m
 今村  友紀(1)

 北郷小中

 26"64  森    友希(1)

 南郷中

 26"75  長本  公陽(1)

 吾田中

 27"93  中原  勇我(1)

 飫肥中

 28"68  濱田  悠太(1)

 飫肥中

 30"00  河野  真優(1)

 吾田中

 32"24

 10/09  1500m
 山口  尚大(1)

 本城中

 4'49"82  小田原雄大(1)

 飫肥中

 4'51"47  瀬戸内椋生(1)

 本城中

 5'01"92  内田  絢也(1)

 大束中

 5'17"08  﨑田  多朗(1)

 飫肥中

 5'17"81  米良  陵佑(1)

 日南東郷小中

 5'27"75  西    皇摩(1)

 日南東郷小中

 6'11"51  中村  真碧(1)

 日南東郷小中

 6'15"78

 10/09  3000m
 山崎  萌人(1)

 吾田中

 10'52"08  髙橋  来星(1)

 飫肥中

 10'58"49  戸髙  照瑛(1)

 飫肥中

 11'04"46  上田  大翔(1)

 吾田中

 11'54"00  酒井  誠哉(1)

 北郷小中

 14'33"59

 10/09  100mH
 小玉  夏広(1)

 吾田中

 18"91  高市修太朗(1)

 吾田中

 19"04

 10/09
 男子２年

 100m
 市元紳一郎(2)

 油津中

 12"69  上村  太志(2)

 北方中

 12"72  中原    瞭(2)

 飫肥中

 12"73  谷坂  志人(2)

 北郷小中

 13"47  甲斐  雅人(2)

 日南東郷小中

 13"49  萩元  翔汰(2)

 日南東郷小中

 13"85  松浦  佑晟(2)

 日南東郷小中

 15"12  猪﨑  康世(2)

 油津中

 15"67

 10/09  200m
 矢野  陽大(2)

 飫肥中

 26"40  早田  凌弥(2)

 飫肥中

 27"76

 10/09  1500m
 後藤  勇斗(2)

 北郷小中

 4'43"41  西方  啓斗(2)

 飫肥中

 5'01"48  倉田  龍平(2)

 日南東郷小中

 5'09"51  髙橋  文斗(2)

 北郷小中

 5'09"93  渡会  輝空(2)

 本城中

 5'11"36  平下  将士(2)

 油津中

 5'17"71  太田  翔英(2)

 日南東郷小中

 5'30"62

 10/09  3000m
 中村  六田(2)

 飫肥中

 10'02"09  門川  雄大(2)

 吾田中

 11'41"54

 10/09  110mH
 石灘  洸樹(2)

 吾田中

 21"39

 10/09
 男子共通

 400m
 山下  馨矢(2)

 吾田中

 58"10  林    竜司(2)

 飫肥中

 1'02"41

 10/09  800m
 中島  秀斗(2)

 吾田中

 2'11"25
 大会新

 川上  真生(2)

 日南東郷小中

 2'35"53

 10/09  4x100mR

 飫肥中A
 早田  凌弥(2)
 矢野  陽大(2)
 中原    瞭(2)
 林    竜司(2)

 49"61  吾田中
 長本  公陽(1)
 川口英三郎(2)
 宮本  航汰(2)
 中島  秀斗(2)

 50"50  北郷小中
 後藤  勇斗(2)
 今村  友紀(1)
 髙橋  文斗(2)
 谷坂  志人(2)

 51"45  日南東郷小中
 甲斐  雅人(2)
 川上  真生(2)
 松浦  佑晟(2)
 萩元  翔汰(2)

 54"59  飫肥中B
 中原  勇我(1)
 小田原雄大(1)
 戸髙  照瑛(1)
 髙橋  来星(1)

 55"98

 10/09  走高跳
 天野  忠尚(2)

 吾田中

 1m30

 10/09  棒高跳
 川口英三郎(2)

 吾田中

 2m50  石川    舜(2)

 吾田中

 2m30

 10/09  走幅跳
 岩重    碩(2)

 細田中

 5m56  宮本  航汰(2)

 吾田中

 5m10  伊豆元楓間(2)

 飫肥中

 4m75
 -4.2

 上野  飛龍(1)

 南郷中

 4m00
 -4.2

 10/09  砲丸投
 熊給  拓人(2)

 福島中

 8m40  谷口  丈斗(2)

 福島中

 7m31  河野  希隆(1)

 北郷小中

 6m16  吉田  大稚(1)

 飫肥中

 5m10  島中輝士風(1)

 吾田中

 3m61
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 第９回南那珂地区中学校秋季体育大会　陸上競技の部
 期日:2014年10月9日  女子決勝一覧表
 競技会場:日南市総合運動公園
 月日  種目  1位  2位  3位  4位  5位  6位  7位  8位

 10/09
 女子２年

 100m
 匹田  菜波(2)

 福島中

 13"49  吉本  美海(2)

 日南東郷小中

 15"04  山下  琴未(2)

 南郷中

 15"11  田中  菜緒(2)

 油津中

 15"11  河野  紗彩(2)

 日南東郷小中

 16"48

 10/09  200m
 日高  七海(2)

 吾田中

 28"00
 大会新

 清田    舞(2)

 油津中

 30"23  田中  美羽(2)

 吾田中

 31"49  田中  藍果(2)

 南郷中

 31"70  上山舞悠佳(2)

 飫肥中

 34"05

 10/09  800m
 山村  優衣(2)

 吾田中

 2'32"45  たぶ本優香(2)

 日南東郷小中

 2'36"97  田中  千遥(2)

 吾田中

 2'38"67  廣原  怜奈(2)

 飫肥中

 2'41"24  小玉  彩乃(2)

 油津中

 3'00"10

 10/09  100mH
 山田  郁佳(2)

 南郷中

 22"42

 10/09
 女子１年

 100m
 畑山  奈菜(1)

 日南学園中

 14"38  富永  ゆま(1)

 北郷小中

 14"41  山元  李恋(1)

 吾田中

 14"45  山口まつり(1)

 飫肥中

 14"97  森    咲彩(1)

 細田中

 16"43  大石  桃花(1)

 飫肥中

 16"87

 10/09  200m
 上永雛奈美(1)

 南郷中

 31"86  梅野  琉華(1)

 北郷小中

 32"29  杉浦  珠理(1)

 飫肥中

 32"98  金丸  美侑(1)

 北郷小中

 35"03

 10/09  800m
 川俣  京加(1)

 吾田中

 2'40"09  濱上  美咲(1)

 吾田中

 2'40"71  松下  春瑠(1)

 吾田中

 2'54"62  島田  朋那(1)

 飫肥中

 2'58"55

 10/09  80mH
 谷口  奈緒(1)

 吾田中

 14"80

 10/09
 女子共通

 1500m
 鈴木小菜美(2)

 日南東郷小中

 5'36"92  岡本  瑞紀(2)

 日南東郷小中

 5'41"15  岩満  海宇(2)

 油津中

 5'47"58  蛯原  未南(1)

 北郷小中

 5'50"89  西山  瑳紀(1)

 北郷小中

 6'57"26

 10/09  4x100mR

 吾田中
 山村  優衣(2)
 日高  七海(2)
 山元  李恋(1)
 濱上  美咲(1)

 55"18  油津中
 岩満  海宇(2)
 清田    舞(2)
 田中  菜緒(2)
 小玉  彩乃(2)

 56"93  南郷中
 山田  郁佳(2)
 上永雛奈美(1)
 田中  藍果(2)
 山下  琴未(2)

 57"41  日南東郷小中
 吉本  美海(2)
 内村  菜生(2)
 河野  紗彩(2)
 たぶ本優香(2)

 58"75  飫肥中
 上山舞悠佳(2)
 廣原  怜奈(2)
 杉浦  珠理(1)
 山口まつり(1)

 1'00"58  北郷小中
 梅野  琉華(1)
 富永  ゆま(1)
 金丸  美侑(1)
 徳井  晴香(1)

 1'01"93

 10/09  走高跳
 上村  実李(1)

 吾田中

 1m20

 10/09  走幅跳
 平岡    雛(1)

 吾田中

 4m17  内村  菜生(2)

 日南東郷小中

 4m03
 -4.2

 小川  絢子(1)

 吾田中

 3m27
 -1.4

 10/09  砲丸投
 中尾  莉奈(2)

 吾田中

 7m65  清    莉子(1)

 吾田中

 7m01  小城    優(1)

 福島中

 6m84  上村  咲弥(2)

 南郷中

 6m51  徳井  晴香(1)

 北郷小中

 6m42  藤本  周那(2)

 飫肥中

 6m16
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