
 第38回西都児湯地区中学校秋季体育大会陸上競技
 期日:2014年10月10日  男子決勝一覧表
 競技会場:藤見陸上競技場
 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
 松本    大(1)

 唐瀬原

 12"2  安藤  修哉(1)

 都農

 12"9  壱岐  友哉(1)

 富田

 13"2  河野  斗真(1)

 都農

 13"3  大賀  紘輝(1)

 富田

 13"4  沼口  晃輔(1)

 妻

 13"4

 10/10  200m
 松浦  佑星(1)

 三納小中

 28"1  土工  駿将(1)

 都農

 28"4  郡山  洸翔(1)

 西米良

 28"7  中田  大幹(1)

 高鍋東

 29"5

 10/10  1500m
 河野  絢太(1)

 妻

 4'36"0  黒木  蓮太(1)

 都農

 5'06"5  甲斐  羽音(1)

 都於郡

 5'07"6  海老原一翔(1)

 木城

 5'13"7  日髙  陽太(1)

 妻

 5'14"2  宮川  玲央(1)

 国光原

 5'21"3  藤堂  勇人(1)

 都於郡

 5'23"3  橋口  奏楽(1)

 国光原

 5'29"0

 10/10  3000m
 堀  晃士朗(1)

 妻

 10'27"1  寺原  大湧(1)

 妻

 10'35"1  澤井  保宏(1)

 木城

 10'55"1

 10/10
 2年男子

 100m
 桑野  拓海(2)

 高鍋東

 11"8  鎌田  翔馬(2)

 三財小中

 11"9  甲斐  竜太(2)

 妻

 12"1  春成  裕太(2)

 都於郡

 12"6  稲毛  雄哉(2)

 富田

 13"0  髙橋  翔英(2)

 国光原

 13"4

 10/10  200m
 武    智朗(2)

 三納小中

 26"4  井﨑  拓郎(2)

 富田

 27"2  中山  慧星(2)

 国光原

 28"0  松浦  志穏(2)

 唐瀬原

 28"3  橋口  恵斗(2)

 富田

 28"8  鳥原  惣師(2)

 富田

 29"8

 10/10  1500m
 荒川  龍也(2)

 都農

 4'36"8  細谷  涼介(2)

 穂北

 4'42"2  黒木  宥希(2)

 穂北

 4'54"8  松下隆之輔(2)

 都於郡

 4'55"8  酒見  遼河(2)

 都農

 5'02"3  大山  航汰(2)

 国光原

 5'05"5  浜松  勝平(2)

 国光原

 5'06"9  橋口    司(2)

 富田

 5'09"7

 10/10  3000m
 寺原  大統(2)

 妻

 9'57"9  藪押    仁(2)

 穂北

 11'01"8  中武  大翔(2)

 三財小中

 11'19"8

 10/10  110mH
 兒玉  樹彦(2)

 唐瀬原

 18"7  肥田木悠斗(2)

 三財小中

 21"6  川添  裕政(2)

 富田

 22"6  中村  恭輔(2)

 富田

 26"6

 10/10
 共通男子

 400m
 久保田峻介(2)

 妻

 55"6

 10/10  800m
 宮地  宗人(2)

 都農

 2'25"2  南園  優音(2)

 高鍋東

 2'30"3  藏元  勇亮(2)

 唐瀬原

 2'55"6

 10/10  4x100mR

 妻
 沼口  晃輔(1)
 久保田峻介(2)
 甲斐  竜太(2)
 川越  巧真(1)

 51"0  唐瀬原
 今村  龍也(2)
 松本    大(1)
 松浦  志穏(2)
 兒玉  樹彦(2)

 51"8  富田
 大賀  紘輝(1)
 鳥原  惣師(2)
 井﨑  拓郎(2)
 稲毛  雄哉(2)

 52"1  都農
 土工  駿将(1)
 安藤  修哉(1)
 河野  斗真(1)
 荒川  龍也(2)

 52"3  高鍋東
 山口  結宇(1)
 児玉    剛(1)
 中田  大幹(1)
 桑野  拓海(2)

 52"6  国光原
 大山  航汰(2)
 佐伯弐千夏(2)
 髙橋  翔英(2)
 宮川  玲央(1)

 53"0  都於郡
 鶴丸  恭康(2)
 春成  裕太(2)
 甲斐  羽音(1)
 井上  玲央(2)

 54"4  三納小中
 松浦  佑星(1)
 長友  翔哉(2)
 池野  智貴(2)
 武    智朗(2)

 55"1

 10/10  走高跳
 岩﨑    透(2)

 三納小中

 1m20

 10/10  走幅跳
 西村  奏多(1)

 唐瀬原

 4m50  長友  翔哉(2)

 三納小中

 4m36  中山  健人(2)

 富田

 3m95  藤川    連(2)

 富田

 3m94  岡田  英一(2)

 富田

 3m63  押川  冬哉(1)

 唐瀬原

 3m33

 10/10  砲丸投
 今村  龍也(2)

 唐瀬原

 7m63  河野  良汰(2)

 木城

 7m11  池野  智貴(2)

 三納小中

 6m66  佐藤    仁(2)

 三財小中

 5m63  黒木  恵佑(2)

 三納小中

 5m62  川上  洋輝(2)

 富田

 4m73
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 第38回西都児湯地区中学校秋季体育大会陸上競技
 期日:2014年10月10日  女子決勝一覧表
 競技会場:藤見陸上競技場
 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
 岩本  真奈(1)

 富田

 14"1  尾﨑  友南(1)

 妻

 14"2  原田  愛海(1)

 高鍋東

 14"7  久保田怜菜(1)

 国光原

 14"9  壱岐樹梨花(1)

 富田

 14"9  鶴田真侑子(1)

 唐瀬原

 15"4

 10/10  200m
 那須  愛生(1)

 妻

 29"6  杉尾  紀香(1)

 木城

 30"7  白坂  楓夏(1)

 木城

 32"1  勢井  唯伽(1)

 高鍋東

 32"7  廣瀬  真希(1)

 木城

 34"7

 10/10  800m
 落合  莉子(1)

 妻

 2'25"8  牧草  千鞠(1)

 木城

 2'26"2  小西  結々(1)

 高鍋東

 2'32"6  吉野真悠子(1)

 妻

 2'36"8  綾部  未菜(1)

 木城

 2'38"4  長峯芹理香(1)

 富田

 2'43"0  阿部  祐希(1)

 木城

 2'49"5  沼口明日香(1)

 富田

 2'50"3

 10/10
 2年女子

 100m
 森田  萌水(2)

 高鍋西

 13"9  黒木  秋穂(2)

 唐瀬原

 14"2  東元  夏波(2)

 国光原

 14"3  市坪  未有(2)

 富田

 14"4  齋藤  遥菜(2)

 三財小中

 14"4  大山  華奈(2)

 国光原

 14"6

 10/10  200m
 金丸  天音(2)

 唐瀬原

 27"4  岩村  柚希(2)

 高鍋西

 29"1  森    菜七(2)

 高鍋西

 29"4  川野  友里(2)

 唐瀬原

 30"3  中武  実鼓(2)

 高鍋西

 30"5

 10/10  800m
 黒木日香莉(2)

 国光原

 2'31"0  髙嶋みさと(2)

 高鍋東

 2'33"2  中田  莉央(2)

 木城

 2'39"0  黒木  美亜(2)

 富田

 2'42"6  岩井  那奈(2)

 三財小中

 2'53"5  長友  花暖(2)

 木城

 3'00"9  中原  暖香(2)

 唐瀬原

 3'10"8  仲武  千尋(2)

 穂北

 3'37"3

 10/10  100mH
 山田  七海(2)

 唐瀬原

 18"3

 10/10
 共通女子

 1500m
 黒水  優衣(2)

 高鍋東

 5'11"1  澤田  奈弥(1)

 富田

 5'17"1  緒方  茉耶(2)

 妻

 5'21"0  永澤  初佳(2)

 木城

 5'23"2  吉田  真悠(1)

 木城

 5'24"1  川越  茜未(1)

 木城

 5'43"6  松澤  日南(2)

 富田

 5'46"5  竹尾古都里(2)

 穂北

 6'42"5

 10/10  4x100mR

 唐瀬原
 帳    晴香(2)
 黒木  秋穂(2)
 山田  七海(2)
 金丸  天音(2)

 55"1  高鍋西
 中武  実鼓(2)
 森    菜七(2)
 岩村  柚希(2)
 森田  萌水(2)

 55"8  木城
 綾部  未菜(1)
 牧草  千鞠(1)
 杉尾  紀香(1)
 中田  莉央(2)

 56"3  国光原
 東元  夏波(2)
 久保田怜菜(1)
 黒木日香莉(2)
 大山  華奈(2)

 56"4  富田
 壱岐樹梨花(1)
 岩本  真奈(1)
 佐渡川  桜(2)
 市坪  未有(2)

 57"4  高鍋東
 髙嶋みさと(2)
 原田  愛海(1)
 勢井  唯伽(1)
 小西  結々(1)

 58"4  三納小中
 黒木    萌(1)
 緒方  ユキ(1)
 小田切胡実(2)
 濵口  理子(2)

 1'04"2

 10/10  走高跳
 緒方  ユキ(1)

 三納小中

 1m15

 10/10  走幅跳
 帳    晴香(2)

 唐瀬原

 4m32  黒木    萌(1)

 三納小中

 3m37  小田切胡実(2)

 三納小中

 3m26  濵口  理子(2)

 三納小中

 3m08

 10/10  砲丸投
 井上あゆみ(1)

 三財小中

 4m83

 2/2


