
藤原　歩土(1)  12.71 (+1.5) 南　尋(1)  12.96 (+1.5) 草間　一星(1)  13.11 (+1.5) 朝間　千翔(1)  13.19 (+1.5) 前田　和希(1)  13.23 (+1.5) 太田　郁弥(1)  13.35 (+1.5) 湯峯　亮(1)  13.59 (+1.5) 木村　侑真(1)  13.75 (+1.5)

中津中 大成中 ● 名田中 丹生中 ● 松洋中 日高中 ● 丹生中 中津中

藤原　歩土(1)  w26.65 (+2.3) 草間　一星(1)  w27.83 (+2.3) 津村　太希(1)  w28.65 (+2.3) 森口　颯羽(1)  w29.48 (+2.3) 前田　天勢(1)  w29.83 (+2.3) 浦出　晴(1)  w30.04 (+2.3) 地阪　渉翔(1)  w30.31 (+2.3)

中津中 ● 名田中 ● 大成中 ● 松洋中 日高中 日高中 大成中

舛田　陸人(1)  1:02.59 西　矢太郎(1)  1:05.62 古久保　拓弥(1)  1:07.51 瀧尻　将太(1)  1:07.60 宮川　拓真(1)  1:09.30 竹本　浩人(1)  1:09.45 川上　力(1)  1:10.19 庄門　大和(1)  1:13.83

日高中 ● 中津中 ● 大成中 ● 丹生中 美山中 大成中 湯川中 切目中

原　貫太(1)  2:21.10 中西　悠吏(1)  2:22.83 舛田　陸人(1)  2:23.01 前田　晴輝(1)  2:23.28 和田　勇人(1)  2:31.35 白樫　諒一(1)  2:37.21 瀧尻　将太(1)  2:39.98 破戸　佑摩(1)  2:40.53

御坊中 松洋中 日高中 印南中 河南中 ● 由良中 ● 丹生中 ● 河南中

原　貫太(1)  4:45.82 中西　悠吏(1)  4:49.54 前田　晴輝(1)  4:54.63 小宮　泰誠(1)  5:01.34 夏目　和明(1)  5:02.19 和田　勇人(1)  5:06.17 白樫　諒一(1)  5:17.53 中西　葵郁(1)  5:32.54

御坊中 ● 松洋中 ● 印南中 ● 日高中 松洋中 河南中 由良中 日高中

井原　楽(2)  11.70 (+2.0) 小林　竜空(2)  11.93 (+2.0) 石方　瑛士(2)  11.94 (+2.0) 高垣　壮汰(2)  12.23 (+2.0) 山本　堅太(2)  12.33 (+2.0) 南　敦也(2)  12.46 (+2.0) 中　孝史郞(2)  12.75 (+2.0) 宮本　遼哉(2)  12.76 (+2.0)

大成中 ● 日高中 ● 由良中 松洋中 大成中 名田中 ● 丹生中 名田中

井原　楽(2)  24.45 (+1.1) 石方　瑛士(2)  24.89 (+1.1) 山本　堅太(2)  25.50 (+1.1) 南　敦也(2)  26.17 (+1.1) 池田　康誠(2)  26.69 (+1.1) 小川　太志(2)  26.79 (+1.1) 大畑　翔也(2)  27.50 (+1.1) 高岡　歩輝(2)  28.18 (+1.1)

大成中 由良中 ● 大成中 ● 名田中 名田中 ● 切目中 御坊中 御坊中

初井　廉(2)  58.40 森　圭佑(2)  58.42 小川　太志(2)  58.96 山本　晃暉(2)  1:01.30 溝口　悦也(2)  1:01.57 鈴木　健斗(2)  1:01.62 福居　志斗(2)  1:03.10 中　孝史郞(2)  1:03.76

日高中 ● 中津中 ● 切目中 ● 湯川中 大成中 南部中 大成中 丹生中

津村　悠斗(2)  2:14.84 大家　利公(2)  2:16.01 鈴木　健斗(2)  2:16.36 安部　広大(2)  2:17.13 松本　虎和(2)  2:23.27 北岡　大陸(2)  2:26.46 河本　俊介(2)  2:28.15 栗林　慶(2)  2:29.13

松洋中 大成中 ● 南部中 ● 大成中 ● 印南中 日高中 南部中 丹生中

津村　悠斗(2)  9:37.79 久保　亮太(2)  9:39.82 川手　友希(2)  9:55.10 松本　虎和(2)  10:02.29 濵口　陸(2)  10:34.14 河本　俊介(2)  10:46.07 堀　滉一朗(2)  10:47.88 稲田　海音(2)  11:18.15

松洋中 ● 大成中 ● 大成中 ● 印南中 日高中 南部中 名田中 切目中

大鍬　翼(2)  19.80 (+0.7) 﨑山　樹(2)  20.51 (+0.7) 小西　啓右(1)  21.15 (+0.7) 宮本　遼哉(2)  21.94 (+0.7) 庄門　大和(1)  22.53 (+0.7) 浦出　晴(1)  22.80 (+0.7)

名田中 南部中 ● 日高中 ● 名田中 ● 切目中 日高中

大成中Ａ  49.40 名田中  49.74 丹生中A  50.89 湯川中  53.46 松洋中  53.59 切目中  55.00 日高中B  55.27 大成中B  56.03

津村　太希(1) 草間　一星(1) 中　孝史郞(2) 松本　真拓(2) 高垣　壮汰(2) 脇田　兼伸(2) 前田　天勢(1) 福居　志斗(2)

井原　楽(2) 池田　康誠(2) 朝間　千翔(1) 川上　力(1) 前田　和希(1) 小川　太志(2) 太田　郁弥(1) 大家　利公(2)

山本　堅太(2) 宮本　遼哉(2) 薗田　琉維(1) 永山　聖士(2) 森口　颯羽(1) 庄門　大和(1) 小西　啓右(1) 安部　広大(2)

南　尋(1) 南　敦也(2) 白井　駿希(2) 山本　晃暉(2) 津村　唯斗(1) 村上　黎旺(2) 高橋　亮(2) 溝口　悦也(2)

薗田　琉維(1)  4.88 (+1.8) 津村　唯斗(1)  w4.72 (+3.3) 森本　宜成(1)  4.57 (+0.6) 前田　天勢(1)  w4.37 (+2.7) 南　尋(1)  4.32 (+1.1) 稲葉　諒介(1)  w4.23 (+4.8) 竹本　浩人(1)  4.04 (+1.9) 森口　颯羽(1)  w4.02 (+2.9)

丹生中 松洋中 ● 中津中 ● 日高中 ● 大成中 日高中 大成中 松洋中

高垣　壮汰(2)  w5.78 (+2.1) 白井　駿希(2)  5.56 (+0.3) 永山　聖士(2)  5.06 (+1.7) 小林　竜空(2)  5.03 (+1.9) 青木　勇太(2)  4.85 (+1.6) 杉本　怜平(2)  4.28 (+0.6) 井上　望夢(2)  4.26 (+0.8) 福居　志斗(2)  4.10 (+1.1)

松洋中 ● 丹生中 湯川中 ● 日高中 日高中 ● 南部中 中津中 大成中

土屋　拓士(2)  1.65 小宮　泰誠(1)  1.45 前田　和希(1)  1.40 津村　太希(1)  1.25 中川　大暉(2)  1.25

日高中 ● 日高中 ● 松洋中 ● 大成中 大成中

白井　駿希(2)  w11.27 (+2.5) 大鍬　翼(2)  11.16 (+1.6) 永山　聖士(2)  w10.74 (+2.4) 花本　悦男(2)  10.17 (+0.4) 井上　望夢(2)  w9.68 (+2.6)

丹生中 ● 名田中 ● 湯川中 清流中 ● 中津中

小林　聖(2)  12.61 嶋本　藍聖(2)  12.23 脇田　兼伸(2)  9.69 松本　真拓(2)  8.20 森本　修斗(2)  8.11 花本　悦男(2)  7.70 玉置　陽(2)  7.23 橋本　悠希(2)  6.96

南部中 ●GR 御坊中 ● 切目中 ● 湯川中 名田中 清流中 大成中 南部中

小林　聖(2)  34.69 森本　修斗(2)  26.71 松本　真拓(2)  23.68 玉置　陽(2)  23.21 橋本　悠希(2)  20.82 池内　麗翔(2)  20.65 薗田　琉維(1)  20.03 畑間　一輝(2)  17.89

南部中 GR 名田中 ● 湯川中 ● 大成中 ● 南部中 日高中 丹生中 大成中

尾﨑　奎太(1)  41.22 上平　晃太郎(2)  38.83 朝間　千翔(1)  35.86 池田　康誠(2)  35.77 脇田　兼伸(2)  30.52 村上　黎旺(2)  29.97 栗林　慶(2)  28.88 畑間　一輝(2)  26.66

日高中 中津中 丹生中 名田中 切目中 切目中 丹生中 大成中

大成中 115点 日高中 106点 松洋中 74点 名田中 71点 丹生中 57点 中津中 50点 南部中 45点 湯川中 35点
● ：県大会出場

期日・時刻 2017年9月23日 審判長 山本　拓

競技場名 南山スポーツ公園陸上競技場 記録主任 前　進平

8位

1年 100m

1年 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

1年 400m

●
共通 4x100mR

1年 800m

7位

2年 100m

● ●

総合

種目

共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

競技会名

主催団体名

共通 砲丸投

共通 円盤投

共通 走高跳

2年 200m

1年 1500m

共通 三段跳

2年 3000m

平成29年度　日高地方中学校新人体育大会　（陸上競技の部）　　　　　　　　　　　　［男子の部］

日高地方中学校体育連盟

2年 走幅跳

2年 400m

2年 800m

1年 走幅跳

共通 110mH



種目
原　季句(1)  14.20 (0.0) 中本　ゆつき(1)  14.40 (0.0) 新田　真白(1)  14.73 (0.0) 塩路　香乃(1)  14.82 (0.0) 寄住　碧(1)  14.89 (0.0) 溝口　紗彩(1)  15.15 (0.0) 川口　颯希(1)  15.30 (0.0) 森中　瑞葵(1)  15.30 (0.0)

大成中 松洋中 ● 大成中 日高附属中 ● 日高附属中 ● 丹生中 河南中 清流中

原　季句(1)  29.18 (+2.0) 新田　真白(1)  29.99 (+2.0) 家吉　晟礼(1)  30.63 (+2.0) 川口　颯希(1)  31.02 (+2.0) 岡本　芽伊美(1)  31.93 (+2.0) 谷口　琳(1)  32.23 (+2.0) 小濱　栞衿(1)  32.57 (+2.0) 山口　采香(1)  33.37 (+2.0)

大成中 ● 大成中 ● 湯川中 ● 河南中 日高中 湯川中 河南中 日高附属中

中西　陽菜(1)  2:35.74 谷口　千桃(1)  2:35.95 片山　有咲(1)  2:36.36 家吉　晟礼(1)  2:47.09 樫木　伶奈(1)  2:49.99 小濱　栞衿(1)  2:55.41 小宮　夕佳(1)  2:56.65 小池　美羽(1)  2:57.73

松洋中 ● 切目中 ● 切目中 ● 湯川中 河南中 河南中 松洋中 大成中

川島　千穂(2)  13.66 (-0.8) 楠本　彩乃(2)  13.68 (-0.8) 田上　彩香(2)  14.44 (-0.8) 吉原　梨花(2)  14.63 (-0.8) 芝崎　愛日(2)  14.93 (-0.8) 上畑　亜珠(2)  15.04 (-0.8) 西川　夏未(2)  15.20 (-0.8) 久保　咲華(2)  15.38 (-0.8)

名田中 日高中 ● 上南部中 日高附属中 丹生中 日高中 ● 切目中 上南部中 ●

川島　千穂(2)  28.29 (+1.4) 吉原　梨花(2)  30.68 (+1.4) 谷口　一華(2)  31.49 (+1.4) 中野　百音(2)  31.89 (+1.4) 坂下　倖(2)  32.09 (+1.4) 山本　李湖(2)  32.24 (+1.4) 山﨑　ひかり(2)  32.66 (+1.4) 久保　咲華(2)  33.01 (+1.4)

名田中 ● 日高附属中 ● 湯川中 ● 日高中 日高中 大成中 上南部中 上南部中

大沼　はるな(2)  2:27.44 川口　温架(2)  2:31.52 佐々木　優(2)  2:32.32 岩嵜　沙紀(2)  2:38.13 室　美波音(2)  2:45.80 谷口　一華(2)  2:46.64 高芝　日和(2)  2:51.11 寒川　綾香(2)  2:55.83

名田中 御坊中 切目中 日高中 ● 中津中 ● 湯川中 切目中 ● 丹生中

大沼　はるな(2)  4:57.04 川口　温架(2)  4:58.43 佐々木　優(2)  5:00.51 中西　陽菜(1)  5:12.94 片山　有咲(1)  5:27.67 岩嵜　沙紀(2)  5:38.23 室　美波音(2)  5:52.61 寒川　優衣(1)  6:00.25

名田中 ● 御坊中 ● 切目中 ● 松洋中 切目中 日高中 中津中 日高附属中

川上　彩(1)  19.15 (+1.5) 圡井　莉央(2)  19.62 (+1.5) 谷口　琳(1)  20.87 (+1.5) 八田　乙桜(2)  21.09 (+1.5) 柏木　こころ(1)  21.36 (+1.5) 寒川　綾香(2)  22.19 (+1.5)

切目中 ● 南部中 湯川中 ● 大成中 丹生中 ● 丹生中

日高中A  56.58 大成中  57.24 日高附属中  58.58 湯川中  58.69 上南部中  59.00 切目中  59.06 松洋中  59.66 丹生中  1:00.99

上畑　亜珠(2) 八田　乙桜(2) 塩路　香乃(1) 岡本　月菜(2) 久保　咲華(2) 川上　彩(1) 濵西　沙弥(2) 柏木　こころ(1)

楠本　彩乃(2) 原　季句(1) 吉原　梨花(2) 家吉　晟礼(1) 田上　彩香(2) 谷口　千桃(1) 中本　ゆつき(1) 寒川　綾香(2)

中野　百音(2) 新田　真白(1) 山口　采香(1) 谷口　琳(1) 山﨑　ひかり(2) 佐々木　優(2) 井元　萌愛(1) 溝口　紗彩(1)

坂下　倖(2) 山本　李湖(2) 寄住　碧(1) 谷口　一華(2) 植野　妃奈(1) 西川　夏未(2) 加賀　友弥(2) 芝崎　愛日(2)

岩﨑　明生(1)  4.11 (+1.0) 谷口　千桃(1)  3.91 (+0.3) 太田　萌(1)  3.76 (+0.8) 東　優愛(1)  3.62 (-0.2) 溝口　紗彩(1)  3.61 (+0.2) 井元　萌愛(1)  3.56 (+0.5) 中本　ゆつき(1)  3.56 (+1.5) 小池　美羽(1)  3.52 (-0.8)

由良中 ● 切目中 清流中 ● 日高中 ● 丹生中 松洋中 松洋中 大成中

田上　彩香(2)  w4.46 (+2.4) 岡本　月菜(2)  3.98 (+2.0) 芝崎　愛日(2)  3.98 (+1.1) 小西　未矩(2)  w3.80 (+2.7) 永井　さくら(2)  3.71 (+1.2) 山本　李湖(2)  3.49 (+1.1) 林　春妃(2)  3.37 (+1.4)

上南部中 ● 湯川中 丹生中 ● 日高中 ● 上南部中 大成中 大成中

共通 圡井　莉央(2)  1.35 八田　乙桜(2)  1.20 森中　瑞葵(1)  1.15

南部中 ● 大成中 ● 清流中 ●

岡本　月菜(2)  11.46 森口　菜々子(2)  9.34 永江　そら(1)  8.50 庄司　有沙(2)  8.18 前田　美月(1)  7.73 加賀　友弥(2)  7.66 阪本　海月華(1)  7.20 坂下　倖(2)  6.73

湯川中 ● 南部中 大成中 ● 南部中 ● 名田中 松洋中 湯川中 日高中

阪本　海月華(1)  25.24 森口　菜々子(2)  20.98 永江　そら(1)  20.40 庄司　有沙(2)  19.82 田中　七望(2)  18.94 濵西　沙弥(2)  17.28 山﨑　ひかり(2)  16.24 前田　美月(1)  13.41

湯川中 ● 南部中 ● 大成中 南部中 大成中 ● 松洋中 上南部中 名田中

濵西　沙弥(2)  37.70 永井　さくら(2)  32.70 植野　妃奈(1)  27.05 宮﨑　楓(2)  26.71 楠本　彩乃(2)  23.69 大前　菜々美(1)  17.30 西川　陽彩(1)  10.65

松洋中 上南部中 上南部中 松洋中 日高中 中津中 大成中

大成中 76点 湯川中 59点 日高中 54点 切目中 51点 松洋中 48点 上南部中 41点 南部中 39点 名田中 37点
● ：県大会出場

平成29年度　日高地方中学校新人体育大会（陸上競技の部）　　　　　　　　　　　［女子の部］

日高地方中学校体育連盟

共通 砲丸投

走高跳

共通 1500m

共通 100mH

2年 200m

共通

競技会名

主催団体名

2位 3位 4位 5位

共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

共通 円盤投

1年 800m

1年 走幅跳

2年 800m

2年 100m

1年 100m

1年 200m

1位

期日・時刻 2017年9月23日 審判長 山本　拓

競技場名 南山スポーツ公園陸上競技場 記録主任 前　進平

6位 8位7位

総合

● ● ●

2年 走幅跳

4x100mR


