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2019年10月19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 内田　啓太 12.0 園田 耕大 13.2 廣野 貴斗 13.3 吉本　誠吾 13.4 木佐木　雅斗 13.6 山本 結仁 13.9 杉山　流星 14.1 増田庵吏(鏡中) 14.2

八代四中  八代二中  八代二中  八代三中  八代四中  八代二中  鏡中  岩田　零（鏡中）  
男子2年 １００ｍ 戸田　唯人 12.7 山戸　歩 12.8 澤村 光輝 12.9 堀田　彪雅 13.2 冨永　大和 13.3 石村 優享 13.6 鍛島　大晃 13.6 杉島　大和 13.7

八代一中  鏡中  八代二中  鏡中  八代一中  八代二中  八代三中  八代四中  
男子1年 １５００ｍ 佐藤　慶知  4:51.0 佐藤　諒知  4:51.2 久保 裕翔  4:54.5 上田　和哉  4:59.5 池田　琢真  5:01.8 廣野 貴斗  5:05.3 西村　伍朗  5:12.6 山田  峰嵩  5:24.2

泉中 泉中 八代二中 鏡中 八代四中 八代二中 泉中 千丁中

男子2年 １５００ｍ 村田　蓮  4:46.0 永田　直也  4:55.6 梅田　大地  4:59.1 岩田　祥弥  5:04.2 杉島　大和  5:07.0 松田　壮生  5:23.7 堀川　風輝  5:48.2
鏡中 泉中 八代一中 泉中 八代四中 鏡中 八代一中

男子共通 ２００ｍ 内田　啓太(1) 24.1 戸田　唯人(2) 25.5 山戸　歩(2) 26.4 石村 優享(2) 27.2 鍛島　大晃(2) 27.3 吉本　誠吾(1) 27.6 堀田　彪雅(2) 28.0 増田　庵吏(1) 28.4
八代四中  八代一中  鏡中  八代二中  八代三中  八代三中  鏡中  鏡中  

男子共通 ４００ｍ 遠山 璃恩(2)  1:00.0 岡田 大輝(2)  1:04.6 西 駆琉(1)  1:04.7 梅田　大地(2)  1:06.5
八代二中 八代二中 八代二中 八代一中

男子共通 ３０００ｍ 村田　蓮(2) 10:19.9 松田　壮生(2) 11:08.5 近松　一歩(2) 11:19.4 笹田　優希翔(2) 12:27.3
鏡中 鏡中 八代三中 坂本中

男子共通 ４×１００ｍ 八代二中Ａ 49.1 鏡中 51.9 八代一中 52.3 八代二中Ｂ 53.0 泉中Ａ 59.3 泉中Ｂ  1:00.4
男子共通 走幅跳 坪根 祐仁(2) 4m98 田島　淳貴(1) 4m43 西 駆琉(1) 3m98 村田 真輝人(1) 3m49 角田 爽紀(2) 3m44

八代二中  0.0 千丁中  0.0 八代二中  0.0 八代二中  0.0 八代二中  0.0 

男子共通 走高跳 岩本 陸斗(2) 1m45 坪根 祐仁(2) 1m25 山本 結仁(1) 1m20
八代二中 八代二中 八代二中

女子共通 ４×１００ｍ 八代一中Ａ 51.2 八代一中Ｂ 55.0 八代四中 55.6 八代二中 57.6

女子1年 １００ｍ 樋口　愛実華 13.6 平本佳李亜ｱﾝｼﾞｪﾗ 13.9 黒田　真唯 14.6 松山　芽生 14.8 井田怜良(八代四中) 15.0 遠山純礼(八代二中) 15.3
八代一中 八代三中 鏡中 八代一中 佐々木美佳(八代四中) 松本実有(八代二中)

    野中美楓(八代四中)    

女子2年 １００ｍ 山形　愛羽 12.8 松本　祈星 13.2 髙口　彩乃 13.9 木佐木　梨花 14.0 志水　杏 14.0 永松　南美 14.5 角田　若葉 14.6 嶽本 沙寧 15.0
八代一中  八代一中  八代一中  八代四中  八代一中  八代四中  八代一中  八代二中  

女子1年 ８００ｍ 稲垣　心  2:40.3 松野 姫子  2:40.6 加隈　唯綾愛  2:40.8 古嶋　樹  2:46.5 深堀　晴子  2:48.3 中山　実南  2:52.0 北岡 香梨菜  2:53.7 川本　楓  2:57.2
八代三中 八代二中 八代一中 八代一中 八代一中 八代四中 八代二中 八代四中

女子2年 ８００ｍ 井上　小春  2:37.4 村﨑　紅彩  2:44.6 今村　さくら  2:44.6 住　悠莉  2:51.6 今村  有希  3:02.9
鏡中 鏡中 八代四中 鏡中 坂本中

女子共通 ２００ｍ 山形　愛羽(2) 27.1 松本　祈星(2) 27.1 平本佳李亜ｱﾝｼﾞｪﾗ(１) 29.1 志水　杏(2) 29.9 角田　若葉(2) 30.5 黒田　真唯(1) 30.8 井田　怜良(1) 31.1 古嶋　樹(1) 31.8
八代一中  八代一中  八代三中  八代一中  八代一中  鏡中  八代四中  八代一中  

女子共通 １５００ｍ 井上　小春(2)  5:16.3 松野 姫子(1)  5:26.3 加隈　唯綾愛(1)  5:28.6 村﨑　紅彩(2)  5:35.9 深堀　晴子(1)  5:36.4 住　悠莉(2)  5:38.1 濵  陽日(1)  5:57.6 田島　陽依(1)  6:00.8
鏡中 八代二中 八代一中 鏡中 八代一中 鏡中 八代四中 八代四中

女子共通 走高跳 椎葉　ひなた(2) 1m25 竹上 木乃美(2) 1m20 山元　結愛(2) 1m05
八代一中 八代二中 八代一中

女子共通 走幅跳 髙口　彩乃(2) 4m40 松本 実有(1) 3m97 椎葉　ひなた(2) 3m91 白石　美沙音(2) 3m89 遠山 純礼(1) 3m57 山元　結愛(2) 3m54 福山　侑奈(1) 2m96 増川 美響(1) 2m77
八代一中  0.0 八代二中  0.0 八代一中  0.0 八代一中  0.0 八代二中  0.0 八代一中  0.0 八代一中  0.0 八代二中  0.0 

男子共通 砲丸投 濵﨑 侑真(2)   6m90 園田 耕大(1)   6m32
(4.000kg) 八代二中 八代二中

男子共通 １００ｍＨ 澤村 光輝(2) 15.9 濵﨑 侑真(2) 17.1 冨永　大和(2) 20.5 星田 琥太郎(1) 20.6 上蔀 翼(1) 21.3 広松　将伍(1) 21.7 早川　奨真(2) 21.8
(0.762m) 八代二中  八代二中  八代一中  八代二中  八代二中  鏡中  鏡中  

女子共通 砲丸投 嶽本 沙寧(2)   7m90 伊織　千尋(2)   6m74 小浦　愛来(1)   5m01 早田 美桜(1)   4m09 本田 颯希(1)   3m87 益田　ななみ(1)   3m50
(2.721kg) 八代二中 八代一中 八代一中 八代二中 八代二中 八代一中

女子共通 ８０ｍＨ 樋口　愛実華(1) 12.9 松山　芽生(1) 15.2 竹上 木乃美(2) 17.5 谷口 芽衣(1) 20.9
(0.762m) 八代一中  八代一中  八代二中  八代二中  

令和元年度　八代地区中学生新人スポーツ大会


