
記録 氏名 学校名 記録 氏名 学校名 記録 氏名 学校名 記録 氏名 学校名 記録 氏名 学校名 記録 氏名 学校名 記録 氏名 学校名

大山　健人 喜界 24.81

平成２６年度　男子の部　入賞者一覧

大会記録 １位（６点） ２位（５点） ６位（１点）３位（４点） ４位（３点） ５位（２点）

13.82 重村　大和12.83 勝　優晴 13.69 西田　海蓮13.17 坂本　良太朗 亀津 13.48 小倉　大輝 住用

１００ｍ

１年 １１”９ 中屋　翔太

12.89 徳田　竜希12.35 玉岡　由希 名瀬

田皆亀津名瀬 13.56 田畑　瞬名瀬 喜界

２年 １１”５ 元田　大勇 面縄 13.14 前田　恵吾朝日喜界 12.99 竹田　空洋12.95 基島　大地

12.42 吉見　圭太郎

12.86 大保　勇泰 亀津 古仁屋

12.39 福井　敦貴 古仁屋

和泊

３年 １１”４
大江　祐輔
村吉　星児

城ヶ丘 亀津 12.57 川節　勇輝 知名

１５００ｍ

１年 ４’２９”９ 元田　幸祐 田検

12.71 永井　幹人朝日 12.64 森田　颯

４．５２．５ 菊地　大和 知名

12.73 山元　隼風和泊 小宿

５．０１．５ 田畑　航一郎 小宿４．５４．２ 廣　怜男奈 名瀬 ５．０１．１ 向井　大賀 喜界 金久５．０１．２ 田畑　瞬 亀津 平　大聖５．０１．８

４．３４．６２年 ４’２４”８ 元田　幸祐 田検 白井　和貴 小宿重信　拓海 朝日 4.3８．２

３年 ４’２０”８ 武田　慎之介 和泊 ４．２４．７

佐倉　佑京 伊仙徳山　拓磨 朝日川本　竜也 知名 ４．４７．１４．４２．６ ４．４６．１ 森　翔哉 笠利４．３９．７

市来　洋平 与論４．２６．９中田　仁 和泊 ４．２５．８ 大山　尚一 朝日 永田　朋哉 朝日

２００ｍ 共通 ２３”１ 大江　祐輔　 城ヶ丘

有林　龍生 城ケ丘

玉岡　由希

４．３１．２４．３１．１ 大屋　龍太郎 和泊４．２８．９

東　元希　 知名

８００ｍ 共通 　２’０６”４ 三浦　大輝 第一

24.35 名瀬 25.53龍南 25.40 吉見　圭太郎 古仁屋25.18 牧畑　瑚南

２．１３．６ 山下　翔平

亀津24.82 福井　敦貴

２．１５．０ 河野　北斗 ２．１８．４ 山崎　清士郎 与論

１００ｍＨ 低学年 １５”２
永田　淳治
八木　和哉
山元　学

和泊
亀津
大川

２．１４．１ 吉原　丈一郎 金久与論 ２．１７．７ 瀧田　直樹北

和泊 18.52 赤塚　英吾 上村　亜伎通 19.28 藤村　良輝17.29 福田　眞音 龍南 17.59 松田　颯太

和泊

朝日 19.93 押　千真朝日 喜界19.17

18.05 19.05

小宿

110MH 共通 １６”０ 八木　和哉 亀津 森田　颯 20.09 加島　章真 名瀬19.2418.00 伊村　和輝 城ケ丘 大山　魁斗 喜界 19.26

４×１００ｍＲ 低学年 ４８”９ 52.92 龍南50.01 喜界

４×１００ｍＲ 共通 ４６”８ 古仁屋

金久

亀津

小宿

48.43 喜界 49.16 49.76

東天城

１ｍ５３

54.0453.62名瀬 51.12 朝日 51.96

龍北圓山　寿美太

龍南朝日

走高跳 共通 １ｍ８３ 藤原　稔城 名柄

阿木名49.22 知名 49.69

名瀬

走幅跳 共通 ６ｍ２１ 山元　学 大川

１ｍ４０ 西村　太輝 和泊

城ケ丘 ４ｍ９５ 渡邉　海生 住用 大保　勇泰５ｍ２１ 曽木　涼５ｍ０８

川上　汰樹 笠利 １ｍ４５ 福崎　颯 名瀬 １ｍ３５

曽木　涼面縄

賀川　航太 大和 亀津４ｍ９５ 酒匂　裕矢　 金久

古仁屋 城ケ丘１０ｍ５１ 岩井　真一　 阿木名 １０ｍ１３ ９ｍ９５三段跳 共通 １２m２９

郡・平田・求・郡

－

米田　悠真１１ｍ３８ 伊村　和輝永吉　清人 １１ｍ４３ 大山　尚一 城ケ丘和泊

※　上位３位内は、県大会出場予定

※　同タイムでの着差は、同組での着差か、1/100での着差による判定

学校対抗順位

１１ｍ６０ 早川　耐我 朝日

２位 和泊 ６位４位 27１位 朝日 55

龍南

３０００ｍ 共通 ９’２４”０ 元田　幸祐 田検

４００ｍ 共通 ５３”８ 村田　丈尚

砲丸投 共通 押角１２m０９ 清原　和樹 １０ｍ２５ 西阿木名

１ｍ６５ 作田　瑠郁 伊仙

阿木名

９ｍ４８

９．４９．２笠利

１０ｍ０１ 太月　幸

58.63 松尾　一輝 知名朝日 58.80

９．３０．８ 和泊

２．１１．１ 森　翔哉 笠利

９．３３．０ 大屋　龍太郎

57.30 渡　来夢

平山　龍弥

５ｍ２６ 岩井　真一

48.20

中田　仁

徳田　竜希 徳山　拓磨 朝日龍南 １．００．１０ 裾分　友馬 １．０１．００古仁屋中　鼓鉄 与論 １．００．４０

有林　龍生 城ケ丘

喜界

南　美空翔 重信　拓海 朝日９．５１．４ 西島　礼朗 笠利 １０．００．０

古仁屋喜界

９．３６．７

38 ３位

和泊

９ｍ９１朝日

古仁屋 32

和泊

5位

福田　海地 古仁屋

９ｍ３１ 住用満永　浩輝９ｍ２４

永井　幹人 小宿

４ｍ９５

１ｍ２５ 平　寿希

吉崎　太康

喜界 36 亀津

大栄　拓摩栄　慎之助

名瀬 34


