
日付 種目

亀川中  50.74 野上中  51.70 海南中  54.57 海南第三中  1:04.40

花本　達紀 道上　翔真 山村　竜士 濱谷　友海

小野田　侑司 中村　仁 山縣　広大 仲岡　郁哉

北山　諒太 大竹　優星 下津　開生 松木　亮太

雲岡　信地 平松　拓弥 西川　翔太朗 亀井　海星

唐門　紘  1.45 大竹　優星  1.40

野上中 野上中

新谷　晃志朗  7.40 中村　仁  7.31 塩崎　佳理  5.69 岩橋　悠太  5.30

野上中 野上中 野上中 亀川中

新谷　晃志朗  14.81

野上中

橋爪　悠斗  13.84 (-1.3) 唐門　紘  14.47 (-1.3) 中　大尭  14.76 (-1.3) 塩崎　佳理  14.80 (-1.3) 板橋　幸平  14.99 (-1.3)

下津第二中 野上中 野上中 野上中 亀川中

橋爪　悠斗  29.74 (-0.7) 板橋　幸平  31.47 (-0.7)

下津第二中 亀川中

谷本　大祥  2:23.79 山村　竜士  2:32.30 西川　翔太朗  2:38.70 岡本　素喜  2:44.38 今福　将太朗  2:46.66

下津第二中 海南中 海南中 東海南中 東海南中

谷本　大祥  4:48.61 山村　竜士  5:08.74 西川　翔太朗  5:14.94 岩橋　悠太  5:19.18 岡本　素喜  5:22.64 今福　将太朗  5:30.59 松木　亮太  6:10.37

下津第二中 海南中 海南中 亀川中 東海南中 東海南中 海南第三中

中　大尭  3.68 (+0.8) 松木　亮太  3.18 (+0.4)

野上中 海南第三中

小野田　侑司  12.70 (-1.3) 雲岡　信地  12.88 (-1.3) 中村　仁  13.30 (-1.3) 平松　拓弥  13.75 (-1.3) 道上　翔真  13.79 (-1.3) 仲岡　郁哉  14.56 (-1.3) 亀井　海星  17.45 (-1.3)

亀川中 亀川中 野上中 野上中 野上中 海南第三中 海南第三中

山縣　広大  12.88 (-1.3)

海南中

小野田　侑司  25.53 (-2.2) 雲岡　信地  26.06 (-2.2) 山縣　広大  26.35 (-2.2) 濱谷　友海  27.17 (-2.2) 大竹　優星  28.57 (-2.2) 仲岡　郁哉  29.99 (-2.2)

亀川中 亀川中 海南中 海南第三中 野上中 海南第三中

道上　翔真  1:02.06 南　夕陽  1:09.49

野上中 野上中

下津　開生  2:11.08 花本　達紀  2:11.47 若林　宏樹  2:13.81 北山　諒太  2:18.42 上田　大誠  2:21.62 片畑　弥偲  2:22.98 宮本　明尚  2:32.57 南　夕陽  2:40.43

海南中 亀川中 下津第二中 亀川中 東海南中 野上中 亀川中 野上中

若林　宏樹  9:12.69 上田　大誠  9:17.91 下津　開生  9:19.16 北山　諒太  9:25.53 花本　達紀  9:40.95 片畑　弥偲  9:54.29 宮本　明尚  10:10.69 山本　祐也  11:42.88

下津第二中 GR 東海南中 海南中 亀川中 亀川中 野上中 亀川中 野上中

平松　拓弥  5.05 (+1.0) 濱谷　友海  4.96 (+0.6) 亀井　海星  3.28 (+0.1)

野上中 海南第三中 海南第三中

日付 種目

八幡　羽生  5:04.54 西坂　麻友子  5:06.06 東野　水咲  5:12.59 野田　桂都  5:20.78 古賀　郁  5:27.87 東浦　史歩  5:30.31 木下　美咲  5:34.88 静川　桃音  5:35.80

下津第二中 亀川中 下津第二中 亀川中 海南中 野上中 海南中 野上中

溝上　姫  18.14 (-0.9) 大桑　美羽  18.94 (-0.9) 久世　雅  20.38 (-0.9) 水越　うらら  20.55 (-0.9) 萩　純麗  21.64 (-0.9)

下津第二中 下津第二中 海南中 野上中 亀川中

海南中  54.65 亀川中  56.30 海南第三中  56.77 野上中  58.02 下津第二中  58.74

須川　七星 橋本　萌乃香 池田　亜里紗 井上　碧 大桑　美羽

末廣　千愛 武田　眞菜 鈴川　優奈 横山　桃花 岸本　栞

三上　菜乃花 松本　姫那 大前　虹歌 水越　うらら 溝上　姫

中野　朱珠 西坂　麻友子 町田　琴羽 東浦　史歩 前北　朱莉

大桑　美羽  1.33 古谷　明日香  1.30 西井　華心  1.30 井上　碧  1.25 前北　朱莉  1.15

下津第二中 野上中 野上中 野上中 下津第二中

松本　姫那  8.26 岸本　栞  7.49 角田　依織  6.47 山本　真奈美  5.54 露峯　恋  4.91 橋本　彩加  4.82

亀川中 下津第二中 下津第二中 野上中 下津第二中 海南第三中

山本　真奈美  13.63 角田　依織  12.53 露峯　恋  10.62 大谷　あづ実  7.75

野上中 下津第二中 下津第二中 下津第二中

三上　菜乃花  13.87 (-1.0) 池田　亜里紗  14.38 (-1.0) 橋本　萌乃香  14.40 (-1.0) 横山　桃花  14.76 (-1.0) 末廣　千愛  14.76 (-1.0) 岸本　栞  14.98 (-1.0) 鳥羽　萌  15.42 (-1.0) 岡本　こころ  15.46 (-1.0)

海南中 海南第三中 亀川中 野上中 海南中 下津第二中 亀川中 下津第二中

三上　菜乃花  28.49 (-1.0) 橋本　萌乃香  29.51 (-1.0) 末廣　千愛  29.54 (-1.0) 池田　亜里紗  30.48 (-1.0) 水越　うらら  31.53 (-1.0) 鳥羽　萌  31.76 (-1.0)

海南中 亀川中 海南中 海南第三中 野上中 亀川中

八幡　羽生  2:36.21 野田　桂都  2:37.21 古賀　郁  2:41.30 西井　華心  2:43.45 浜端　李星  2:53.15 岩橋　加奈  3:01.05

下津第二中 亀川中 海南中 野上中 亀川中 野上中

岡本　こころ  3.80 (+1.4) 横山　桃花  3.72 (+1.2) 静川　桃音  3.29 (+0.9) 岩橋　加奈  3.23 (+1.4) 濵端　蘭  3.11 (+0.5) 大谷　あづ実  2.96 (+1.8)

下津第二中 野上中 野上中 野上中 下津第二中 下津第二中

中野　朱珠  14.22 (-0.5) 武田　眞菜  14.22 (-0.5) 鈴川　優奈  14.46 (-0.5) 須川　七星  14.53 (-0.5) 町田　琴羽  15.21 (-0.5) 溝上　姫  15.37 (-0.5) 前北　朱莉  15.41 (-0.5) 松本　姫那  15.56 (-0.5)

海南中 亀川中 海南第三中 海南中 海南第三中 下津第二中 下津第二中 亀川中

武田　眞菜  28.88 (-0.4) 森下　実紅  29.52 (-0.4) 中野　朱珠  29.64 (-0.4) 井上　碧  29.68 (-0.4)

亀川中 東海南中 海南中 野上中

古谷　明日香  2:33.40 西坂　麻友子  2:33.41 東野　水咲  2:36.70 東浦　史歩  2:41.84 木下　美咲  2:42.89 川下　真弥  2:45.76 森下　日和  2:54.48 橋本　彩加  2:55.08

野上中 亀川中 下津第二中 野上中 海南中 海南第三中 野上中 海南第三中

森下　実紅  4.81 (+1.7) 須川　七星  4.00 (-0.1) 鈴川　優奈  3.93 (+1.0) 町田　琴羽  3.87 (+1.0) 大前　虹歌  3.73 (+0.5)

東海南中 海南中 海南第三中 海南第三中 海南第三中

主催団体名 海草・有田地方中学校体育連盟　各市町教育委員会 陸協名 海草地方陸上競技協会

競技会名 海草・有田地方中学校新人総合体育大会
期日・時刻 2016/9/25 審判長 宮下　敦郎

競技場名 紀三井寺陸上競技場 記録主任 藤田　純江

7位 8位

海草共通男子 9月25日 4x100mR

1位 2位 3位 4位 5位 6位

9月24日 円盤投

海草1年男子 9月25日 100m

9月25日 走高跳

9月25日 砲丸投

9月25日 1500m

9月25日 走幅跳

9月25日 200m

9月25日 800m

9月25日 400m

9月25日 800m

海草2年男子 9月25日 100m

9月25日 200m

海草共通女子 9月25日 1500m

9月25日 100mH

9月25日 3000m

9月25日 走幅跳

9月24日 円盤投

海草1年女子 9月25日 100m

9月25日 走高跳

9月25日 砲丸投

9月25日 4x100mR

9月25日 走幅跳

海草2年女子 9月25日 100m

9月25日 200m

9月25日 800m

9月25日 走幅跳

9月25日 200m

9月25日 800m

競技会名 海草地方中学校新人総合体育大会
期日・時刻 2016/9/25 審判長 宮下　敦郎

競技場名 紀三井寺陸上競技場 記録主任 藤田　純江

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 海草地方中学校体育連盟　各市町教育委員会 陸協名 海草地方陸上競技協会


