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2023年3月18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
男子小学２年 １００ｍ 金子　千尋(2) 16.6 飯塚　千遥(2) 17.3

松高陸上クラブ  やつしろT＆F  

男子小学３年 １００ｍ 谷　晴太(3) 15.6
やつしろT＆F  

男子小学４年 １００ｍ 岩﨑　羚央(4) 15.7 宮本　翔志輝(4) 17.0 山口　怜真(4) 17.0
つなぎ陸上クラブ  やつしろT＆F  つなぎ陸上クラブ  

男子小学５年 １００ｍ 谷　和樹(5) 14.5 平野　泰都(5) 14.5 千代永　幹汰(5) 15.2
やつしろT＆F  やつしろT＆F  やつしろT＆F  

男子中学１年 １００ｍ 平松　観言(1) 12.6 西山　陽八(1) 12.7 元島　路人(1) 12.8 古川　咲空(1) 12.9 岩﨑　?希(1) 13.0 山本　晃路(1) 13.2 山中　慶人(1) 13.5 吉野　湊介(1) 13.6
八代中  八代四中  八代一中  八代中  津奈木中  やつしろT＆F  八代四中  八代中  

男子中学２年 １００ｍ 近藤　奏夢(2) 11.9 内田　渉太(2) 12.2 中村　昊心(2) 12.3 山口　遊大(2) 12.4 田島　健祐(2) 12.5 岡本　来輝(2) 12.6 吉海　颯祐(2) 13.1 椎葉　琉夏(2) 13.2
八代四中  八代四中  八代一中  津奈木中  八代三中  八代一中  八代三中  八代三中  

男子中学１年 １５００ｍ 田島　悠仁(1)  4:48.6 池田　翔一(1)  4:49.6 桑原　輝(1)  5:14.8 濱岡　千煌(1)  5:18.7 鶴戸　大志(1)  5:19.4 上妻　恵太(1)  5:38.7
八代四中 八代中 泉中学校 八代四中 八代三中 ALL八代

男子中学２年 １５００ｍ 上原　隆雅(2)  5:06.7 橋本　大和(2)  5:33.3 上野　翔矢(2)  5:40.6 田上　修聖(2)  5:57.5 桑原　陸(2)  6:46.4
鏡中 鏡中 八代三中 鏡中 泉中学校

女子小学１年 １００ｍ 末吉　夏望(1) 18.4
やつしろT＆F  

女子小学 ８００ｍ 山口　杏莉(6)  3:03.3 林　柚花(6)  3:24.3
つなぎ陸上クラブ つなぎ陸上クラブ

女子中学１年 １００ｍ 森本 萌楓(1) 13.3 山下　彩花(1) 13.7 白木　希佳(1) 13.8 森田　青空(1) 13.9 宮本　朋愛(1) 14.0 本田　菜桜(1) 14.4 右山　凜乙(1) 14.5 太田　望遥(1) 14.6
八代四中  八代一中  八代三中  泉中学校  八代三中  八代三中  八代中  八代六中  

女子中学２年 １００ｍ 中村　朱莉(2) 12.5 山形　結衣星(2) 12.7 佐々木 美弥(2) 13.4 園原　優芽(2) 13.6 前坂　心春(2) 14.0 岩尾 茉優花(2) 14.0 萩本 千惺(2) 14.1 間柴　心結(2) 14.3
鏡中  八代一中  八代四中  八代六中  八代四中  八代四中  八代四中  八代中  

女子中学１年 ８００ｍ 楠本　愛羅(1)  2:44.7 稲垣　愛美(1)  2:49.7 常本　鈴蘭(1)  3:00.8 藤田　和希(1)  3:08.5
津奈木中 八代三中 八代一中 八代一中

女子中学２年 ８００ｍ 濱田　真海子(2)  2:35.1 古閑　美羽(2)  2:36.3 藤井　ひみき(2)  2:43.0 秋岡　眞菜(2)  2:51.9 渕上　紀乃(2)  2:54.2 内山　心結(2)  2:57.8 大石　花菜(2)  3:06.1
八代中 坂本中 八代四中 八代中 八代三中 八代中 八代RC

女子中学３年 ８００ｍ 伊藤　愛(3)  2:49.7
津奈木中

男子共通 １００ｍ 島本　州(1) 10.9 坪根　祐仁(2) 11.2 永田　隼也(2) 11.6 津髙　正悟(2) 12.0 紫垣　陽翔(2) 13.0
八代工業高校  八代工業高校  八代工業高校  八代工業高校  八代工業高校  

男子共通 １５００ｍ 山本　悠眞(2)  4:13.4 新立　崚(3)  4:18.9 廣野　貴斗(1)  4:19.8 村田　蓮(2)  4:27.5 岩﨑　希空(2)  4:32.2 佐藤　諒知(1)  4:36.1 田上　和希(1)  4:37.5 林　侑紀斗(2)  4:44.1

八代高校 津奈木RC 八代高校 八代高校 津奈木RC 八代高校 八代高校 津奈木RC

男子共通 ３０００ｍ 千原　大和(2)  9:21.3 山﨑　侑樹(2)  9:30.3 宮村　哲史(2)  9:31.2 山本　光希(2)  9:35.1 林　拓也(1)  9:49.0 野田　勇気(2)  9:56.1 橋本　惇伸(2) 10:36.2
八代工業高校 八代二中 八代高校 ALL八代 八代工業高校 八代高校 八代中

男子共通 ４×１００ｍ 八代工業高校 44.7
女子共通 １００ｍ 廻　希咲(2) 14.1 山口　菜々子(1) 15.1

八代東高校  八代工業高校  

女子共通 １５００ｍ 齊藤　里菜(1)  5:14.1 國本　詩織(3)  5:31.5 藤田　紗生(2)  6:28.8
津奈木RC 津奈木RC 八代工業高校

男子小学 ４×１００ｍ やつしろT＆F  1:00.4

男子中学 ４×１００ｍ 八代四中 49.7 八代一中 50.4 鏡中 52.4 津奈木中学校 52.6 八代中 53.3
女子中学 ４×１００ｍ 八代四中 53.5 八代一中 54.1 八代三中 57.5 八代中 58.1

令和４年度　八代リレーカーニバル


