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平成29年度　八代地区中学生新人スポーツ大会 2017年10月21日(土)
決勝一覧表

八代総合運動公園陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子1年 １００ｍ 桑原 楽 12.5 上蔀　翔太 13.0 井﨑　界璃 13.2 中村　雷輝 13.3 坂中　朝葉 13.4 橋口　恭吾 13.5 杉島　僚斗 13.6 楮本勝紀(八代三中) 14.1

八代四中  八代二中  八代三中  県立八代中  八代二中  八代二中  鏡中  村上寛幸(八代四中)  
男子2年 １００ｍ 村中　洸樹 11.9 田並　尚也 12.6 和田　真拓 13.2 坂本 隼 13.4 稲津 秀聖 13.8 吉田　颯雅 14.0 志水  涼明 14.1 稲田 健真 14.3

八代一中  県立八代中  八代二中  八代四中  八代四中  鏡中  八代二中  八代四中  
男子1年 １５００ｍ 楮本　勝紀  4:49.3 東矢　昂大  4:58.3 塚本　匠  5:01.5 井﨑　界璃  5:04.8 村田　快斗  5:07.3

八代三中 鏡中 泉中 八代三中 八代四中

男子2年 １５００ｍ 早川　和真  4:49.3 鶴﨑　雄太  5:11.9 野村　優翔  6:02.1 本村　桜介  6:31.9 大木　正信  6:40.4
鏡中 鏡中 八代二中 八代二中 八代二中

男子共通 ２００ｍ 橋本ブライアン(2) 25.3 桑原 楽(1) 25.8 稗田　幸真(2) 27.3 和田　真拓(2) 27.3 吉田　颯雅(2) 29.4 村上 寛幸(1) 29.7
八代一中  八代四中  八代三中  八代二中  鏡中  八代四中  

男子共通 ４００ｍ 橋口　恭吾(1)  1:05.9 坂本 隼(2)  1:07.3 西田 碧(1)  1:10.6 嶋中　海人(1)  1:11.8
八代二中 八代四中 八代四中 八代一中

男子共通 ３０００ｍ 早川　和真(2) 10:50.9 鶴﨑　雄太(2) 10:55.8 稗田　幸真(2) 11:25.2 本村　桜介(2) 13:21.7
鏡中 鏡中 八代三中 八代二中

男子共通 ４×１００ｍ 八代一中 49.9 八代四中 52.2 八代二中 53.2
男子共通 走幅跳 稲津 秀聖(2) 4m76 杉島　僚斗(1) 4m16 松岡　龍聖(1) 4m08 重藤 涼雅(2) 4m00 森田　一成(1) 3m69 伊津野　雄斗(1) 3m40

八代四中 鏡中 八代一中 八代四中 八代二中 八代二中

男子共通 走高跳 橋本ブライアン(2) 1m30 志水  涼明(2) 1m30
八代一中 八代二中

女子共通 ４×１００ｍ 八代二中A 55.3 八代二中B 55.9 八代一中 56.5 八代三中 57.6 八代四中 57.7 県立八代中 58.1
女子1年 １００ｍ 遠山　美陽 13.7 相澤　美沙希 13.8 山下 恋 14.7 木下　結衣 14.7 冨　若奈 15.0 田中　里於 15.3 淀川 真布 15.5 倉岡　真子(1) 15.7

八代二中  八代二中  八代四中  八代一中  県立八代中  八代三中  八代四中  県立八代中  
女子2年 １００ｍ 岩本　樹璃亜 13.4 前田　芽留 13.6 東　結華 13.9 中嶋　彩矢 14.2 藤田　野乃葉 14.3 井上真希(県立八代中) 14.4 上水 月(八代四中) 14.6

八代二中  八代三中  県立八代中  八代一中  八代二中  松岡美咲(八代一中)  
森田叶幸(泉中)
村上優夏(八代三中)

 

女子1年 ８００ｍ 宮﨑  碧海  2:34.4 小田原　海里  2:35.9 渕上 真凜  2:36.4 黒木　和  2:37.0 福山　茉里  2:39.1 濵 一葉  2:49.9 田中　くらら  3:04.1 田中　里於  3:19.6
鏡中 県立八代中 八代四中 鏡中 八代一中 八代四中 八代三中 八代三中

女子2年 ８００ｍ 竹馬　陽良  2:34.7 村上　聖菜  2:48.5 森田　叶幸  2:51.9 江崎　伶央菜  3:02.9 村上　優夏  3:03.5 福田　藍加  3:20.2 一美　千優  3:21.1
八代三中 泉中 泉中 八代三中 八代三中 八代三中 八代三中

女子共通 ２００ｍ 前田　芽留(2) 28.8 遠山　美陽(1) 29.6 竹馬　陽良(2) 30.5 藤田　野乃葉(2) 31.0 中嶋　彩矢(2) 31.3 榎田 朱莉(2) 32.7 宮﨑　叶佳(2) 32.9 田中　くらら(1) 34.7
八代三中  八代二中  八代三中  八代二中  八代一中  八代四中  鏡中  八代三中  

女子共通 １５００ｍ 江口　佳子(2)  5:25.6 赤木 愛(2)  5:26.5 園田　美優(1)  5:30.9 江原　空歩(1)  5:36.2 今村 裕子(2)  5:57.5
八代三中 八代四中 八代三中 鏡中 鏡中

女子共通 走高跳 吉田　奈菜(1) 1m30 井戸　千帆里(2) 1m25 福田　愛佳(1) 1m25 植田 涼花(2) 1m15
八代二中 八代一中 八代二中 八代四中

女子共通 走幅跳 福田　愛佳(1) 4m50 江口　佳子(2) 4m46 吉田　奈菜(1) 4m29 木下　結衣(1) 4m21 植田 涼花(2) 4m18 山下 恋(1) 4m05 淀川 真布(1) 3m06
八代二中 八代三中 八代二中 八代一中 八代四中 八代四中 八代四中

男子共通 砲丸投 内田　耀介(1)   5m28
(4.000kg) 八代一中

男子共通 １００ｍＨ 村中　洸樹(2) 14.2 上蔀　翔太(1) 16.8 稲田 健真(2) 18.2 松岡　龍聖(1) 21.3
(0.762m) 八代一中  八代二中  八代四中  八代一中  

女子共通 砲丸投 上水 月(2)   6m49 松岡　みさき(2)   5m61 佐々木　葉月(1)   5m03 山口　真菜(1)   4m67
(2.721kg) 八代四中 八代一中 八代二中 八代二中

女子共通 ８０ｍＨ 岩本　樹璃亜(2) 13.0 井戸　千帆里(2) 13.1 相澤　美沙希(1) 15.0 福山　茉里(1) 15.6 福田　藍加(2) 16.1 濵 一葉(1) 18.3
(0.762m) 八代二中  八代一中  八代二中  八代一中  八代三中  八代四中  

 


