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100m △11.3 西村　有史 西彼 11.9 土本　潤 西海 12.1 峰原　颯斗 大瀬戸 12.3 吉岡　直哉 大瀬戸 12.4 古子　智也 西海 12.5 田川　光介 大島 1 西彼 99

1500m ●4.22.5 山脇　裕之 大瀬戸 4.24.4 林田　翔太郎 大瀬戸 4.27.5 北村　武史 西彼 4.43.3 本山　伊吹 大島 4.45.2 村野　雄大 大瀬戸 4.47.6 吉田　日向 西海 2 西海 110

200m △23.7 太田　健斗 西海 25.0 峰原　颯斗 大瀬戸 25.5 野本　蓮 大島 25.7 浦上　侑己 大瀬戸 25.9 渡邉　凌 西彼 26.1 古子　智也 西海 4 大島 45

400m 58.2 田上　翔太 西海 58.7 渕瀬　星矢 大瀬戸 59.0 山田　太輝 西海 59.0 野本　蓮 大島 59.8 長谷川　耀 西彼 59.9 浦上　侑己 大瀬戸 5 崎戸 5

800m 2.08.4 坂口　浩太朗 大瀬戸 2.08.6 林田　翔太郎 大瀬戸 2.08.8 朝長　拓也 西彼 2.18.8 田上　翔太 西海 2.22.1 川邉　健太 大島 2.23.0 江口　大雅 西彼 6 江島 0

3000m 9.22.7 山脇　裕之 大瀬戸 9.38.3 北村　武史 西彼 9.57.1 松川　千寛 西彼 10.01.8 新井　祐太 西海 10.02.7 新井　凌太 西海 10.22.5 水本　海斗 大瀬戸 7 平島 0

110mH ●15.7 太田　健斗 西海 17.8 山田　太輝 西海 18.6 岩下　匠 大瀬戸 18.7 白石　琢磨 大瀬戸 19.2 濱崎　翔平 大瀬戸 19.7 長谷川　耀 西彼 8 大瀬戸 155

走高跳 1m50 山道　陽人 大瀬戸 1m47 中道　土志也 西海 1m45 原口　拓巳 大島 1m40 山口　輝 西海 1m40 長岡　亮平 西海 1m40 中富　亮 西彼

走幅跳 6m09 西村　有史 西彼 5m44 西山　侑汰 西彼 5m20 山添　真理 大瀬戸 5m16 坂口　浩太朗 大瀬戸 5m14 杉本　拓也 西海 5m09 丸尾　和之 大瀬戸

砲丸投 12m02 吉岡　直哉 大瀬戸 10m43 後藤　秀樹 大瀬戸 9m72 江川　裕也 大瀬戸 9m32 岩永　康弘 西彼 9m13 辻　駿一 大島 8m26 松尾　和真 西海

三段跳 11.76 山添　真理 大瀬戸 11.44 西山　侑汰 西彼 11.03 山田　龍弥 西彼 10.32 丸尾　和之 大瀬戸 10.21 松崎　暉正 西海 10.13 土本　魁 西海

ジャベリック

内海　颯人 古子　智也 岩下　匠 川口　陵太 冨江　稔真

田﨑　祐真 土本　潤 峰原　颯斗 中村　隆人 平井　虹輝

渡邉　凌 泉　昂希 宮﨑　慎也 原口　拓巳 尾﨑　太河

西村　有史 太田　健斗 白石　琢磨 野本　蓮 松﨑　光樹

低学年共通 100mH 16.0 山口　遥海 西海 16.1 水野　樹 大島 17.0 山道　陽人 大瀬戸 17.1 浦川　皐 西海 17.1 浦口　優大 大島 17.2 松﨑　光樹 崎戸

100m 12.1 山口　遥海 西海 12.3 住岡　大輝 西彼 12.5 岡野　曜輔 西彼 13.0 渕瀬　星矢 大瀬戸 13.0 水野　樹 大島 13.2 浅川　容行 大瀬戸

1500m 4.30.9 朝長　拓也 西彼 4.38.1 小林　憲太 大瀬戸 4.42.6 米田　顕 西彼 4.44.9 江口　大雅 西彼 4.47.7 今村　凜太郎 大瀬戸 4.48.6 新井　凌太 西海

葉山　海 平岩　将吾 浅川　容行 寺田　翔

三山　寛登 入口　健太 渕瀬　星矢 前田　仁也

岡野　曜輔 宮本　涼雅 村野　泰生 浦口　優大

住岡　大輝 山口　遥海 丸尾　和之 水野　樹

100m 12.5 大石　涼介 大瀬戸 12.6 山崎　海弥 大瀬戸 12.7 山口　剛志 大瀬戸 13.0 平野　雅人 西海 13.1 志田　恭平 西彼 13.2 廣畝　功一郎 西彼

1500m 4.43.7 村島　蒼太 大瀬戸 4.59.5 丸田　勇輝 西海 5.01.9 田中　義人 西海 5.02.6 西尾　大智 大島 5.04.6 坂田　隆太郎 西海 5.12.0 内野　正輝 大島

濱谷　祐輔 原脇　悠斗 澤山　礼宏 尾崎　玲弥

山崎　海弥 丸田　勇輝 志田　恭平 川口　孝則

山口　剛志 永野　諒 廣畝　功一郎 内野　正輝

大石　涼介 平野　雅人 西田　裕 木下　大悟

浅川　容行 平岩　将吾 岡野　曜輔 前田　仁也 柴田　智也

大石　涼介 原脇　悠斗 西田　裕 木下　大悟 清原　素心

山口　剛志 平野　雅人 志田　恭平 川口　孝則 尾崎　誉

渕瀬　星矢 山口　遥海 住岡　大輝 水野　樹 田原　颯太

1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位

※共通走高飛：３位は２位と同位。６位は５位と同位。４位は着差あり。 ※共通400m：4位は3位と同タイム。

西彼 99 大島 45110155 西海

51.2 西海

【男子】

低学年共通 4×100mR 大瀬戸51.1

平成２４年度　西海市中学校総合体育大会　陸上競技の部　大会成績
主催：西海市中学校体育連盟　　期日：平成２４年　６月２１日（木曜日）　　天候　　　　場所：大瀬戸総合運動公園陸上競技場

温度：　　　℃　　湿度：　　　　％　　風速：　　　　ｍ/ｓ　　風向：

崎戸 5 江島 0

順位

学校対抗得点 大瀬戸

●：大会新　　△：大会タイ

１年

西彼 50.8

※低学年100mH：５位は４位は同位。

●48.7

西彼 53.3 大島

西海

51.3 58.8 崎戸

51.0 大瀬戸

各校得点

種目

順位 １位 ２位

３年

２年

全
学
年
共
通

4×100mR

4×100mR

47.5 西彼 47.7 西海

３位 ４位 ５位 ６位

48.7 大瀬戸

51.1 大島

55.5 大島

49.1 大島 54.8 崎戸

4×100mR ●50.6 大瀬戸 52.8 西海 53.9 西彼
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100m 13.4 山下　美咲 大瀬戸 13.5 今道　有咲 大瀬戸 13.5 中村　友美 西海 13,6 田中　マリア 西彼 14.1 越田　祐加 西海 14.1 高垣　沙綾 西海 1 西彼 82

800m 2.29.2 道脇　結菜 大瀬戸 2.30.3 千葉　梨恋 大瀬戸 2.33.5 柴田　南 大島 2.34.3 林　佳奈子 大瀬戸 2.37.3 杉村　千里 西海 2.38.0 福原　梨奈 西海 2 西海 97

200m 28.3 中村　友美 西海 28.5 今道　有咲 大瀬戸 28.8 金子　萌香 大瀬戸 29.1 村島　碧 大瀬戸 29.2 観海　しほり 西彼 29.5 内野　志歩 西彼 4 大島 25

1500m 5.08.1 道脇　結菜 大瀬戸 5.11.7 杉村　千里 西海 5.12.3 長井　紗希 西海 5.21.4 林　佳奈子 大瀬戸 5.22.4 峯　佳納会 西彼 5.24.9 千葉　梨恋 大瀬戸 5 崎戸 4

100mH 17.1 山名　里沙 西彼 18.6 山口　理恵 大瀬戸 18.7 大串　菜摘 西海 19.6 志賀　菫 西海 19.6 越田　祐加 西海 19.9
鶴山　さくら
山口　めぐみ

大瀬戸
大島 6 江島 0

走高跳 1m25 岡　ちづる 西海 1m25 井手　風美香 大瀬戸 1m20 江川　ひかり 大瀬戸 1m20 山本　活希 西海 1m20 荒牧　絢華 大瀬戸 1m15
平松　恵花
池田　葉子

大島
西彼 7 平島 0

走幅跳 4m94 田中　マリア 西彼 4m46 山口　理恵 大瀬戸 4m44 山名　里沙 西彼 4m30 鶴山　さくら 大瀬戸 4m29 浦野　杏奈 大瀬戸 3m99 福原　梨奈 西海 8 大瀬戸 143

砲丸投 9m94 峰原　彩水 大瀬戸 8m77 岡﨑　あみか 西彼 8m36 水本　みなみ 大瀬戸 8m07 上野　虹香 西海 8m02 谷元　瑠依 西海 7m94 鈴田　紀子 西海

ジャベリック

井手　風美香 越田　祐加 別頭　苑恵 岸川　葵 寺本　華

金子　萌香 大串　菜摘 田中　マリア 三村　美咲 向井　玲菜

山下　美咲 中村　友美 一瀬　彩夏 川口　玲奈 中村　桃香

今道　有咲 高垣　沙綾 本山　瑠 柴田　南 吉田　冬華

低学年共通 80mH ●13.4 井手　風美香 大瀬戸 14.6 富口　綾乃 大瀬戸 15.2 田中　奈月 西海 16.0 中澤　瑠美 西海 16.1 長岡　文華 西海 16.7 森田　美咲 大島

100m 13.3 長與　海夕 西彼 13.5 観海　しほり 西彼 13.7 金子　萌香 大瀬戸 14.3 志田　麻友華 西彼 14.4 中沼　里愛 大瀬戸 14.5 山下　芽生 大島

800m 2.29.4 德永　日向子 大瀬戸 2.29.4 峯　佳納会 西彼 2.35.9 志田　麻友華 西彼 2.40.1 佐々木　佳奈子 西海 2.46.6 渡邉　翠香 西海 2.48.1 一瀬　彩夏 西彼

山口　結 德永　日向子 渡邉　翠香 小橋　永遠

長與　海夕 金子　萌香 田中　奈月 杉戸　優愛

志田　麻友華 井手　風美香 中澤　瑠美 大串　祐奈

観海　しほり 南岸　ちはる 酒井　亜美 山下　芽生

100m △13.7 浦野　杏奈 大瀬戸 14.0 森田　美咲 大島 14.1 江川　ひかり 大瀬戸 14.3 冨田　小晴 西海 14.5 中村　史佳 西海 14.6 松添　葉月 西彼

800m 2.36.6 北山　瑠璃華 大瀬戸 2.37.2 海貝　野々花 西海 2.37.5 宮﨑　夏奈子 西彼 2.44.6 山本　紫保 西海 2.47.3 原口　晴名 西彼 2.48.0 木場　奈月 西彼

冨田　小晴 古賀　葵 田中　千穂 谷川　由里香

平石　春緋 浦野　杏奈 松添　葉月 小山　結

広瀬　桂華
江川 ひか
り

原口　晴名 渋江　優子

中村　史佳 大石　遥 木場　奈月 森田　美咲

観海　しほり 德永　日向子 田中　奈月 杉戸　優愛 尾崎　りょう

松添　葉月 浦野　杏奈 中村　史佳 森田　美咲 中浦　怜良

原口　晴名
江川 ひか
り

冨田　小晴 小山　結 吉田　遥

長與　海夕 南岸　ちはる 喜多　明歩 山下　芽生 蔵前　晴夏

1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位

62.8 崎戸4×100mR 56.4 西彼 56.9 大瀬戸 57.7 西海 58.4 大島

３年

２年

【女子 】

全
学
年
共
通

種目

順位

4×100mR

１位 ２位 ３位 ４位

順位

西彼

●：大会新　　△：大会タイ

１年

低学年共通

※共通100mH：５位は４位と同じ。

西彼

６位５位

大島

1.04.6 崎戸

1.01.5 大島

西海 58.8

江島 0

平成２４年度　西海市中学校総合体育大会　陸上競技の部　大会成績

主催：西海市中学校体育連盟　　期日：平成２４年　６月２１日（木曜日）　　天候　　　　場所：大瀬戸総合運動公園陸上競技場

温度：　　　℃　　湿度：　　　　％　　風速：　　　　ｍ/ｓ　　風向：

学校対抗得点 大瀬戸 143 西海 97 82 大島 25 4崎戸

各校得点

54.3 大瀬戸 55.5 西海 56.6 西彼 57.0 大島

4×100mR 55.2 西彼 56.0

大瀬戸 58.9

大瀬戸 57.9

4×100mR 56.8 西海 58.4


