
第６０回　能代市・山本郡中学校夏季総合体育大会陸上競技選大会　 決勝成績一覧表

日時： (土) 審判長 記録主任 大会新 ◎

会場： 能代市営陸上競技場 大会タイ ○

種目　／　順位

１年１００ｍ 袴田　啓二 13.4 大沢　匠平 13.6 佐藤　信吾 13.6 簾内　　光 13.6 大久保俊輔 13.8 安藤　　祝 14.0 原田　　伸 14.2 加藤　央也 14.4 杉谷　和彦 １１”９

(+2.8) 山本 １ 能代二 １ 二ツ井 １ 二ツ井 １ 能代二 １ 八竜 １ 東雲 １ 能代東 １ 能代二１ 昭和５７年

２年１００ｍ 田村　悠祐 12.2 川村　　捷 12.5 米川　公基 12.6 浅野　大佑 12.8 田川　翔也 13.1 三浦　　大 13.3 山田　宗玄 13.4 藤田　晴行 １１”５

(+2.0) 東雲 ２ 能代東 ２ 二ツ井 ２ 東雲 ２ 能代東 ２ 八竜 ２ 能代南 ２ 能代南２ 昭和５８年

３年１００ｍ 金山　　奨 12.5 加賀谷翠星 12.9 桐越　亮介 12.9 奥村・山崎・杉谷 １１”４

(+3.2) 山本 ３ 山本 ３ 二ツ井 ３ 中川・浜松・小杉山

共通　２００ｍ 山谷　涼太 26.3 吉岡　優太 26.6 吉田　陽平 26.9 島津　勇樹 27.2 大山　智之 28.2 畠山恭太郎 29.8 杉谷和彦(能代二３) ２３”１

(+2.6) 二ツ井 ３ 二ツ井 ３ 八竜 ２ 峰浜 3 能代二 ２ 二ツ井 １ 大友幸樹(東雲３) 昭和59・平成３

　共通 米森　隼人 57.9 金野義太郎 58.5 桜田　京介 60.0 池内　拓哉 60.2 高橋　聡士 62.6 渡部　文洋 ５３”１

４００ｍ 東雲 ３ 二ツ井 ３ 能代一 ３ 山本 ２ 能代南 ３ 東雲３ 昭和５９年

　共通 斉藤　秀幸 ２．１９．４ 三浦　有環 ２．２０．１ 簾内　裕也 ２．２３．３ 成田　剛史 ２．２５．３ 吉村　峻生 ２．４７．９ 菊池　　暖 ２．５５．０ 吉田　将大 ２．５９．１ 藤原　孝行 ２’０１”４

８００ｍ 能代二 ３ 山本 ３ 二ツ井 ３ 八竜 ３ 能代東 １ 能代一 １ 八森 １ 山本３ 平成５年

　１年 福司　悠人 ４．５１．８ 塚本　優作 ５．１４．６ 菊池　崇寛 ５．１６．６ 千葉　恵太 ５．１６．６ 高橋　周作 ５．２３．０ 大高　達典 ５．２９．９ 大和　涼輝 ５．３１．９ 神馬　貴之 ５．５１．２ 安井　幸明 ４’３９”１

１５００ｍ 能代一 １ 能代二 １ 八森 １ 東雲 １ 能代二 １ 能代一 １ 峰浜 １ 峰浜 １ 二ツ井１ 平成９年

　２・３年共通 大久保　暁 ４．３３．８ 佐野　息吹 ４．４０．６ 石嶋宗之慎 ４．５１．９ 淡路　卓斗 ４．５５．５ 清水　慶季 ５．０１．０ 小笠原裕太郎 ５．０２．７ 佐々木駿太 ５．２９．８ 成田　和也 ５．３３．１ 平川　正仁 ４’２４”５

１５００ｍ 山本 ３ 能代南 ３ 八森 ３ 二ツ井 ３ 能代南 ２ 能代二 ２ 山本 ２ 八竜 ２ 浅内２ 昭和５５年

　共通 田中　　敦 ９．５３．２ 渡邊　　岬 １１．３２．０ 穴山　信吾 １１．５４．５ 松田　侑也 １２．１１．６ 佐藤　大介 １２．３２．１ 清水　香輝 ９’２４”５

３０００ｍ 能代一 3 能代二 2 二ツ井 １ 能代二 2 二ツ井 １ 東雲３ 昭和６０年

共通１１ｍH 渡邊　大輔 19.3 山谷　友太 19.8 千葉　武志 １５”４

(+2.5) 峰浜 3 二ツ井 ３ 八森３ 平成元年

小林　元気１ ＊高橋　圭介１ 渡邊　　岬２ ＊高杉　　峻２ 清水　保２

低学年 秋林　恭佑２ 53.6 吉田　陽平２ 54.7 大沢　匠平１ 54.8 金平　敬秀２ 62.6 山谷　裕介１ ４８”８

４×１００ｍR 戸松　恒希１ 能代東 三浦　　大２ 八竜 塚本　優作１ 能代二 千葉　拓人１ 峰浜 塚田　康則１ 東雲

川村　　捷２ 安藤　　祝１ 小笠原裕太郎２ 神馬　貴之１ 大友　幸樹３ 平成２年

山谷　友太３ 金山　　将３ 米森　隼人３ 岩見　将吾３ 佐藤　直樹３ 高橋マイカル２ 嶋津　勇樹３ 三浦大地３

共通 金野義太郎３ 49.7 大久保　暁３ 50.4 浅野　大佑２ 51.2 桜田　京介３ 51.5 鈴木　勝輝３ 52.4 佐々木良幹３ 53.3 佐々木　彬２ 54.8 加賀谷幸大３ ４７”９

４×１００ｍR 大高　隼人３ 二ツ井 森田　正弥３ 山本 大渕　雅哉２ 東雲 田村　優人３ 能代一 石嶋宗之慎３ 八森 大塚　拓也２ 能代二 渡邊　大輔３ 峰浜 佐藤　学３ 八竜

山谷　涼太３ 加賀谷翠星３ 田村　悠祐２ 田中　　敦３ 石井　元気３ 斉藤　英幸３ 福士　光洋３ 金子翔平３ 平成１８年

高橋マイカル 1.40 金平　敬秀 1.40 大塚　士郎 １ｍ９２

能代二 ２ 峰浜 ２ 東雲３ 昭和６３年

森田　正弥 2.30 大渕　雅哉 1.90 池島　修寿 ３ｍ９０

山本 ３ 東雲 ２ 能代東３ 平成６年

大高　隼人 5.47 戸松　恒希 4.96 秋林　恭祐 4.91 佐々木良幹 4.78 安部　一樹 4.65 田村　優人 4.64 石井　勇気 4.39 工藤　　翼 4.27 大山　大輔 ６ｍ３９

二ツ井３ +1.6 能代東１ +1.9 能代東２ +2.0 能代二３ +1.0 二ツ井３ +2.0 能代一３ +1.9 八森３ +2.0 八森３ +1.5 能代一３ 平成６年

鈴木　勝輝 10.81 田村　　務 10.08 岩見　将吾 9.18 佐藤　直樹 8.93 ＊鎌田涼平 7.72 鈴木　将哉 6.46 金平　勝成 １０．１６

◎八森 ３ 峰浜 ３ 能代一 ３ 八森 ３ 八森 ３ 峰浜 ２ 峰浜３ 平成１８年

藤田　潤平 二ツ井３

－ － － － － － － － 19"0－412点 １７９４点

－ － － － － － － － 10m17－496点 平成１６年

－ － － － － － － － 1m50－389点

－ － － － － － － － 57"5－497点

共通
　　　　　走幅跳

共通
　　　　　砲丸投

平成19年6月16日

第７位 第８位

男子成績

共通
　　　　　棒高跳

４種競技
　　１１０ｍH
　　　砲丸投
　　　走高跳
　　　400m

　《グランドコンディション》

大村　幸信 原田　結城
第２位 第３位第１位 第４位 第５位 第６位 大　会　記　録

共通
　　　　　走高跳


