
 第38回西諸地区中体連秋季体育大会
 期日:2014年10月16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

 10/16
 1年男子

 100m
 河野  宵響(1)

 小林中

 12"0  石橋  大河(1)

 永久津中

 13"0  池上  右将(1)

 加久藤中

 13"0  向井  亮悟(1)

 高原中

 13"2  阿多  晃俊(1)

 西小林中

 14"0  岩上  幸巨(1)

 真幸中

 14"4  武石  恵治(1)

 高原中

 14"5

 10/16  200m
 吉留  玄祐(1)

 上江中

 26"8  徳永  真大(1)

 細野中

 28"1  上熊須武琉(1)

 加久藤中

 29"5

 10/16  1500m
 九嶋  恵舜(1)

 高原中

 4'39"0  田爪  健悟(1)

 野尻中

 4'52"0  森    海翔(1)

 小林中

 4'59"0  平野  裕樹(1)

 紙屋中

 4'59"0  本田琉亜良(1)

 三松中

 5'01"0  竹野  巧真(1)

 高原中

 5'03"0  藤田  拓朗(1)

 紙屋中

 5'13"0  小田倫太朗(1)

 紙屋中

 5'32"0

 10/16  3000m
 菊池  大和(1)

 紙屋中

 10'24"0  園田  純平(1)

 紙屋中

 10'39"0  中原  優人(1)

 高原中

 10'43"0  髙島  俊樹(1)

 飯野中

 11'03"0  大川内理貴(1)

 小林中

 11'16"0  山口  潤也(1)

 小林中

 11'45"0  坂元  帝斗(1)

 加久藤中

 13'02"0

 10/16  100mH
 柚木山  拓(1)

 小林中

 17"2  柳丸  和輝(1)

 加久藤中

 18"4  堂原  基希(1)

 上江中

 19"0  牟田    翼(1)

 西小林中

 21"8

 10/16
 2年男子

 100m
 貴島  颯斗(2)

 飯野中

 11"9  赤下  孔洋(2)

 小林中

 12"1  岩上  武巨(2)

 真幸中

 12"6  今屋敷龍稀(2)

 永久津中

 12"6  竹村  健矢(2)

 西小林中

 12"8  黒木  周征(2)

 真幸中

 13"8  立山  裕輝(2)

 真幸中

 14"2  外山  響也(2)

 永久津中

 14"9

 10/16  200m
 今奈良正吾(2)

 三松中

 25"7  中武    涼(2)

 飯野中

 26"8  西之原真人(2)

 永久津中

 27"8  野田  優也(2)

 上江中

 28"4

 10/16  1500m
 加藤  勇人(2)

 小林中

 4'35"0  岩元  祥吾(2)

 高原中

 4'43"0  冨滿    蓮(2)

 小林中

 4'51"0  水流    航(2)

 小林中

 5'01"0  松下  太紀(2)

 飯野中

 5'02"0  平野翔一朗(2)

 野尻中

 5'05"0  松村  竜斗(2)

 真幸中

 5'13"0  押川  結哉(2)

 真幸中

 5'22"0

 10/16  3000m
 柳田  光優(2)

 小林中

 9'59"0  鈴木  美響(2)

 細野中

 10'24"0  片野  雅章(2)

 紙屋中

 10'29"0  中島  大知(2)

 飯野中

 10'31"0  山縣  鋭大(2)

 高原中

 10'40"0  坂上  雄大(2)

 紙屋中

 11'16"0  花堂    亮(2)

 須木中

 11'23"0  西水流直稀(2)

 東方中

 11'51"0

 10/16  110mH
 北ノ薗敦也(2)

 小林中

 17"0

 10/16
 共通男子

 400m
 岡園    空(2)

 加久藤中

 1'05"4

 10/16  800m
 山口  大智(2)

 小林中

 2'15"0  茶園    智(2)

 加久藤中

 2'23"0  石川  永遠(1)

 紙屋中

 2'37"0  楠元  智貴(1)

 紙屋中

 2'41"0  本坊  聖音(2)

 飯野中

 2'45"0

 10/16  4x100mR

 小林中
 赤下  孔洋(2)
 河野  宵響(1)
 石ヶ野充樹(2)
 北ノ薗敦也(2)

 47"3  飯野中
 松下  太紀(2)
 貴島  颯斗(2)
 中島  大知(2)
 中武    涼(2)

 50"0  加久藤中
 池上  右将(1)
 紫雲  徹真(2)
 岡園    空(2)
 茶園    智(2)

 51"2  永久津中
 今屋敷龍稀(2)
 西之原真人(2)
 外山  響也(2)
 石橋  大河(1)

 52"9  西小林中
 今村  広大(2)
 竹村  健矢(2)
 阿多  晃俊(1)
 福元  隆晃(1)

 53"5  東方中
 廻    陽輝(2)
 西水流直稀(2)
 鸙野  圭汰(2)
 橋満  竜晴(2)

 55"2  高原中
 向井  亮悟(1)
 九嶋  恵舜(1)
 竹野  巧真(1)
 武石  恵治(1)

 55"8

 10/16  走高跳
 紫雲  徹真(2)

 加久藤中

 1m50  小畑  裕太(2)

 加久藤中

 1m45

 10/16  棒高跳
 石ヶ野充樹(2)

 小林中

 2m50  久保  健太(1)

 小林中

 2m20

 10/16  走幅跳
 井上  伸悟(2)

 須木中

 4m69  福元  隆晃(1)

 西小林中

 4m04  村岡  勇愛(1)

 加久藤中

 3m58

 10/16  砲丸投
 橋満  竜晴(2)

 東方中

 8m06  廻    陽輝(2)

 東方中

 7m99  鸙野  圭汰(2)

 東方中

 7m02  今村  広大(2)

 西小林中

 6m80  森永  駿介(2)

 飯野中

 6m56  前山  浩耶(1)

 小林中

 5m90  池島  旺我(1)

 加久藤中

 5m65  押領司航祐(1)

 小林中

 5m12

 1/2



 第38回西諸地区中体連秋季体育大会
 期日:2014年10月16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

 10/16
 1年女子

 100m
 田井    涼(1)

 永久津中

 13"7  今屋敷彩乃(1)

 永久津中

 14"6  西    真花(1)

 小林中

 14"7  鷹巣ひより(1)

 三松中

 14"8  黒木  華琳(1)

 西小林中

 14"9  橋満  風音(1)

 東方中

 15"2  鬼塚  奈々(1)

 西小林中

 15"5  堀    聖奈(1)

 上江中

 15"6

 10/16  200m
 森山  静穂(1)

 小林中

 27"6  上水流茉由(1)

 野尻中

 30"9  今村  多喜(1)

 野尻中

 31"6  切畑  琴葉(1)

 野尻中

 32"5  田代  希菜(1)

 三松中

 33"0  西之原帆香(1)

 西小林中

 33"5  倉園  結衣(1)

 三松中

 33"8

 10/16  800m
 鎌田  早紀(1)

 小林中

 2'34"0  山口  莉理(1)

 小林中

 2'39"0  永田  優華(1)

 野尻中

 2'39"0  江藤  玲奈(1)

 野尻中

 2'47"0  岸田  七海(1)

 紙屋中

 2'48"0  倉元久瑠実(1)

 小林中

 2'50"0  今西  陽香(1)

 飯野中

 2'57"0  坂下  琴実(1)

 三松中

 3'04"0

 10/16  80mH
 原田  夏希(1)

 小林中

 15"4  平良  綾奈(1)

 小林中

 16"8  甲斐  優花(1)

 野尻中

 17"2  佐土原莉奈(1)

 加久藤中

 17"5  小河  莉菜(1)

 須木中

 18"6

 10/16
 2年女子

 100m
 岩元  玲奈(2)

 小林中

 13"6  丸山  莉奈(2)

 高原中

 14"4  壱岐ひなた(2)

 西小林中

 14"7  福永  裕香(2)

 三松中

 14"8  中村  美穂(2)

 西小林中

 15"4  坂之下未来(2)

 東方中

 18"0  児玉    愛(2)

 東方中

 18"1  井手平遥菜(2)

 上江中

 18"9

 10/16  200m
 宮尾  珠江(2)

 小林中

 28"5  宇都  和深(2)

 三松中

 30"0

 10/16  800m
 吉國さくら(2)

 小林中

 2'36"0  下沖  万祐(2)

 野尻中

 2'42"0  中武  未優(2)

 飯野中

 2'45"0  須賀  真生(2)

 西小林中

 2'47"0  江口  由依(2)

 東方中

 2'51"0  深田  彩乃(2)

 東方中

 3'00"0  安樂  陽帆(2)

 加久藤中

 3'10"0  西峯    陽(2)

 加久藤中

 3'26"0

 10/16  100mH
 木下みなみ(2)

 小林中

 16"9  上之  理聖(2)

 後川内中

 18"6

 10/16
 共通女子

 1500m
 松原  有里(2)

 小林中

 5'29"0  小川  珠璃(2)

 飯野中

 5'44"0  有田  静流(2)

 高原中

 7'20"0

 10/16  4x100mR

 小林中
 岩元  玲奈(2)
 森山  静穂(1)
 宮尾  珠江(2)
 木下みなみ(2)

 54"3  西小林中
 壱岐ひなた(2)
 黒木  華琳(1)
 中村  美穂(2)
 須賀  真生(2)

 59"4  三松中
 押川絵理香(2)
 鷹巣ひより(1)
 宇都  和深(2)
 福永  裕香(2)

 1'00"2  野尻中
 江藤  玲奈(1)
 上水流茉由(1)
 甲斐  優花(1)
 下沖  万祐(2)

 1'00"4  飯野中
 中武  未優(2)
 伊地知里実(2)
 吉田  衣李(1)
 小川  珠璃(2)

 1'00"7  上江中
 淵上  真由(2)
 堀    聖奈(1)
 岩下  夏奈(1)
 井手平遥菜(2)

 1'01"6  東方中
 江口  由依(2)
 橋満  風音(1)
 森岡  亜美(1)
 深田  彩乃(2)

 1'01"8  加久藤中
 佐土原莉奈(1)
 岩本  奈々(1)
 莇  里香子(1)
 安樂  陽帆(2)

 1'02"9

 10/16  走幅跳
 髙山    若(2)

 小林中

 4m34  伊地知里実(2)

 飯野中

 4m05  倉薗  愛理(2)

 小林中

 3m95  押川絵理香(2)

 三松中

 3m83  淵上  真由(2)

 上江中

 3m83

 10/16  砲丸投
 竹内    花(1)

 後川内中

 7m63  山下  宇海(2)

 三松中

 7m51  大牟田夏子(1)

 高原中

 6m18
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