
◎ 大会新 ○ 大会タイ
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平成２８年度　男子の部　入賞者一覧

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

１００ｍ

１年 １１”９ 中屋　翔太 名瀬 12.8 宮田　彩斗 龍南 13.0 仲島　幹智 犬田布 13.2 秋山  道生樹 和泊 13.3 揃江　翔大 喜界 13.5 松瀬  興士郎 和泊 13.5 安田　秀太郎 小宿

２年 １１”５ 元田　大勇 面縄 11.9 元田　蓮太 面縄 12.1 加島　優太 喜界 12.2 柳　直玖 龍南 12.5 西岡　光 名柄 12.5 田代優晟 朝日 12.6 久保　新 面縄

３年 １１”４
大江　祐輔

村吉　星児
城ヶ丘 11.7 坂元　良太郎 亀津 11.9 米谷　竜輝 亀津 12.0 勝　優晴 名瀬 12.0 東　祐太朗 名瀬 12.4 原 恵仁 朝日 12.5 松本　実那巳 城ヶ丘

１５００ｍ

１年 ４’２９”９ 元田　幸祐 田検 4.48.1 川上  楓人 和泊 4.57.9 富田　楓河 喜界 5.03.0 園田　陽介 小宿 5.07.5 山岡　駿介 赤木名 5.11.7 冨　　健心 喜界 5.13.2 諏訪　智也 赤木名

２年 ４’２４”８ 元田　幸祐 田検 4.32.8 菱沼　大晟 阿木名 4.33.6 勝山　康生 龍南 4.35.1 賀来　葵伊 知名 4.36.8 亘　遼馬 城ヶ丘 4.43.7 久保雅 朝日 4.46.6 喜屋武　幹大 小宿

３年 ４’２０”８ 武田　慎之介 和泊 4.30.3 前　紫葉 田皆 4.30.5 中村　康明 小宿 4.32.0 向井　大賀 喜界 4.36.3 田畑　航一郎 小宿 4.39.2 高田　海斗 与論 4.40.0 平　南一輝 城ヶ丘

２００ｍ 共通 ２３”１ 大江　祐輔　 城ヶ丘 23.0◎ 坂元　良太郎 亀津 24.1 永井拓郎 天城 24.4 小倉　大輝 住用 24.7 元田　蓮太 面縄 24.7 外山　哲平 城ヶ丘 24.9 迫田喜美介 山

４００ｍ 共通 ５３”８ 村田　丈尚 龍南 56.1 川井　泰成 金久 56.6 吉原　拓郎 喜界 57.2 柳　直玖 龍南 57.3 松下  元樹 和泊 58.4 平　　大聖 金久 59.9 田畑　瞬 亀津

８００ｍ 共通 　２’０６”４ 三浦　大輝 第一 2.09.1 菱沼　大晟 阿木名 2.09.2 廣　怜男奈 名瀬 2.13.5 菊地　大和 知名 2.13.8 平　南一輝 城ヶ丘 2.15.4 山田　響生 金久 2.18.9 前島孝平 朝日

３０００ｍ 共通 ９’２４”０ 元田　幸祐 田検 10.02.1 高田　海斗 与論 10.07.0 徳丸　寛太 朝日 10.12.5 松元　聖真 赤木名 10.16.5 菊地　大和 知名 10.17.3 森　奏一郎 金久 10.20.5 南　颯優陸 笠利

１００ｍＨ 低学年 １５”２

永田　淳治

八木　和哉

山元　学

和泊

亀津

大川
16.8 岩松　敬志 喜界 17.2 宗　樹希 城ヶ丘 17.2 大坪　将志 知名 17.3 吉村　響 東城 17.7 田中　大陸 面縄 18.9 岡一大輝 朝日

110MH 共通 １６”０ 八木　和哉 亀津 16.7 田中天智龍 朝日 17.1 春田　星斗 大川 17.2 松田  颯太 和泊 17.6 餅田　樹 面縄 18.5 中野  隆成 和泊 19.6 山下　龍慎 小宿

４×１００ｍＲ 低学年 ４８”９ 郡・平田・求・郡 金久 51.3 龍南 51.4 和泊 52.0 朝日 52.6 喜界 52.8 名瀬 53.3 赤木名

４×１００ｍＲ 共通 ４６”８ － 亀津 47.4 亀津 48.2 喜界 49.1 朝日 49.1 城ヶ丘 49.4 和泊 49.5 面縄

走高跳 共通 １ｍ８３ 藤原　稔城 名柄 1m53 春田　星斗 大川 1m53 国吉　龍聖 古仁屋 1m40 渡月斗 朝日 1m35 　重山　聖成 龍北 1m35 前崎　翔太 金久 1m25 安永　英司 赤木名

走幅跳 共通 ６ｍ２１ 山元　学 大川 5m50 東　祐太朗 名瀬 5m49 脇田　治樹 田皆 5m47 徳　賢志朗 秋徳 5m24 松下  元樹 和泊 5m19 野﨑　晴斗 小宿 5m14 廣　　太樹 喜界

砲丸投 共通 １２m０９ 清原　和樹 押角 10m43 松村　裕太郎 城ヶ丘 9m30 栄　堪太 古仁屋 9m20 新屋  裕規 和泊 9m03 田代優翔 朝日 8m27 藤村　良輝 喜界 8m08 肥後　虎太朗 笠利

三段跳 共通 １２m２９ 永吉　清人 和泊 11m60 加島　優太 喜界 11m18 吉原　拓郎 喜界 10m87 田代優翔 朝日 10m27 大門　　　蓮 金久 9m51 久保　流清 大和 9m50 川村  友貴 和泊

学校対抗順位 １位 喜界 52 ２位 朝日 38 ３位 和泊 24 ６位 名瀬36 ４位 龍南 25 20

※　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

5位 亀津


