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2022年10月22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 上村　大河 13.2 西山　陽八 13.3 山本　晃路 13.7 山中　慶人 14.1 中村　和渡 14.5 野中　拓斗 14.6 濱岡　千煌 15.7 岩井　将太 16.0

八代二中  八代四中  八代六中  八代四中  八代二中  八代四中  八代四中  八代一中  
男子2年 １００ｍ 近藤　奏夢 12.4 吉永　昊生 12.5 高山桜輔(八代二中) 12.6 浦川　一心 12.7 内田　渉太 12.7 中村　昊心 12.9 堀田昇吾(八代二中) 13.1

八代四中  坂本中  星田龍之介(八代二中)   鏡中  八代四中  八代一中  田島健祐(八代三中)  
男子1年 １５００ｍ 田島　悠仁  4:57.2 池田　翔一  4:58.9 濱岡　千煌  5:20.6 上村　大翔  5:25.4 鶴戸　大志  5:29.3 上妻　恵太  5:32.9

八代四中 県立八代中 八代四中 泉中 八代三中 八代八中

男子2年 １５００ｍ 山本　光希  4:39.1 山﨑　侑樹  4:57.6 上原　隆雅  5:17.3 早坂　幸恩  5:22.3 上野　翔矢  5:30.3 田上　修聖  6:02.4 桑原　陸  6:21.2
八代八中 八代二中 鏡中 八代三中 八代三中 鏡中 泉中

男子共通 ２００ｍ 近藤　奏夢(2) 25.2 内田　渉太(2) 25.7 高山　桜輔(2) 25.9 堀田　昇吾(2) 26.3 上村大河(1)八代二中 27.6 山本　晃路(1) 28.2 椎葉琉夏(2)八代三中 28.4
八代四中  八代四中  八代二中  八代二中  西山陽八(1)八代四中 八代六中 吉海颯祐(2)八代三中

   山中慶人(1)八代四中  
男子共通 ４００ｍ 田島　健祐(2)  1:10.0

八代三中

男子共通 ３０００ｍ 橋本　惇伸(2) 10:18.0 田島　悠仁(1) 10:37.1
県立八代中 八代四中

男子共通 ４×１００ｍ 八代四中 49.6 八代二中A 49.9 鏡中 52.6 八代一中 53.9
男子共通 走幅跳 岡本　来輝(2) 5m02 星田　龍之介(2) 4m21 野村　光琉(2) 3m31

八代一中  0.0 八代二中  0.0 八代二中  0.0 

女子共通 ４×１００ｍ 八代四中 53.5 八代一中 55.1 八代二中A 55.9 八代三中 57.9 八代二中B  1:00.5
女子1年 １００ｍ 森本　萌楓 13.7 松本　紗奈 13.9 宮本　朋愛 14.5 本田　菜桜 14.9 堤　はな 15.1 和田　妃菜乃 15.1 野田　結愛 15.2 大堀　あゆみ 15.2

八代四中  八代二中  八代三中  八代三中  八代三中  八代二中  八代三中  八代三中  
女子2年 １００ｍ 中村　朱莉 12.8 山形　結衣星 13.2 園原　優芽 13.6 佐々木　美弥 13.8 百田　有里 14.0 岩尾　茉優花 14.1 園田　さくら 14.2 萩本　千惺 14.3

鏡中  八代一中  八代六中  八代四中  八代二中  八代四中  鏡中  八代四中  
女子1年 ８００ｍ 堂脇　颯栞  2:34.2 森田　青空  2:44.5 稲垣　愛美  2:46.5 常本　鈴蘭  2:51.8 藤田　和希  2:59.3

八代二中 泉中 八代三中 八代一中 八代一中

女子2年 ８００ｍ 古閑  美羽  2:34.8 大石　花菜  2:48.0 松田　和  2:51.1
坂本中 八代一中 八代二中

女子共通 ２００ｍ 中村　朱莉(2) 26.5 森本　萌楓(1) 28.4 松本　紗奈(1) 28.7 佐々木美弥(2)八代四中 29.4 萩本　千惺(2) 29.8 宮本　朋愛(1) 30.0 和田　妃菜乃(1) 31.3
鏡中  八代四中  八代二中  岩尾茉優花(2)八代四中   八代四中  八代三中  八代二中  

女子共通 １５００ｍ 藤井　ひみき(2)  5:21.2
八代四中

女子共通 走高跳 山下　裕凜(2) 1m25
八代二中

女子共通 走幅跳 百田　有里(2) 4m26 宮田　花音(1) 4m24 本田　菜桜(1) 3m76 中島　杏南(1) 3m36
八代二中  0.0 八代一中  0.0 八代三中  0.0 八代二中  0.0 

男子共通 １００ｍＨ 浦里　蒼空(2) 20.3
(0.762m) 八代一中  

女子共通 砲丸投 平本　佳珠明ホ－プ(2)   6m63
(2.721kg) 八代三中

女子共通 ８０ｍＨ 山下　彩花(1) 12.9
(0.762m) 八代一中  

令和４年度　八代地区中学生新人スポーツ大会


