
九州山口医科学生体育大会
日時　2015年4月25日(土)
場所：維新百年記念公園陸上競技場
男女総合2位　男子トラック3位　女子総合3位　女子トラック3位

男子<トラック> 
100m 黒瀬裕樹 予選 12"63 (-1.1)

下本和輝 予選 13"15 (+0.8)
佐賀祐介 予選 11"60 (+0.8)
上田和志 予選 11"39 (-0.4)

決勝　5位 11"07 (-0.4)
日下部太郎 予選 13"01 (+0.8)

200m 黒瀬裕樹 予選 25"41 (-1.2) 
元永貴大 予選 24"24 (+0.2)
村川慶多 予選 27"17 (-0.2)
山田城 予選 23"24 (+0.5) 
上田和志 予選 22"38 (+2.6)

決勝　 DNF
400m 元永貴大 予選 55"18

山田城 予選 52"28
決勝　3位 51"52

800m 榊原崇広 タイム決勝　　 2'31"58
殖木洋平 タイム決勝 2'21"33
松下広憲 タイム決勝 2'08"17
大宅裕之 タイム決勝　6位 2'05"62

1500m 野村貞宏 タイム決勝　　 5'01"57
貝田航 タイム決勝 4'33"38
島村亮助 タイム決勝　　 4'40"97
原田涼佑 タイム決勝　　 4'53"19

5000m 川井元晴 タイム決勝　　 20'55"80
野村貞宏 タイム決勝　　 20'34"51
岩本夏彦 タイム決勝　　 18'32"83
吉田大和 タイム決勝　4位 16'32"81
島村亮助 タイム決勝 18'23"10
胡中公謹 タイム決勝 17'38"16
原田涼佑 タイム決勝 20'20"77
森井凌太 タイム決勝 17'13"23

110mH 黒瀬裕樹 決勝　4位 19"29
宮本翔太 決勝　3位 18"41
岡本嵩史 決勝　5位 19"86

400mH 佐賀祐介 タイム決勝　6位 1'02"75
岡本嵩史 タイム決勝 1'15"42
佐々木卓哉 タイム決勝　2位 57"30

3000mSC 岩本夏彦 決勝
貝田航 決勝　4位 10'35"47
胡中公謹 決勝
松下広憲 決勝　5位 10'55"53

4×100mR 佐賀祐介　山田城 タイム決勝　2位 43"16
宮本翔太　上田和志

4×400mR 佐賀祐介　山田城 タイム決勝　3位 3'30"52
元永貴大　佐々木卓哉

男子<トラック> 
走高跳 宮本翔太 決勝　　7位 1m65

近藤守 決勝　　5位 1m60
走幅跳 近藤守 決勝 4m46 (+0.5)

日下部太郎 決勝 5m04 (+1.5)
三段跳 宮本翔太 決勝　　6位 11m85 (+0.3)



日下部太郎 決勝　　5位 11m87 (-0.6)
円盤投 下本和輝 決勝　　 14m05

宮本翔太 決勝　　 17m79
佐賀祐介 決勝　　 11m20

砲丸投 元永貴大 決勝　 6m06
下本和輝 決勝　 6m90
宮本翔太 決勝　 6m67
村川慶多 決勝　 5m08
佐賀祐介 決勝　　8位 7m39

ハンマー投下本和輝 決勝　 11m10
宮本翔太 決勝　 NM

やり投 黒瀬裕樹 決勝　 23m65
殖木洋平 決勝　 31m41

女子<トラック>
100m 高野瑛子 予選 14"11 (-1.6)  

決勝　6位 13"86 (+2.2)
坂本茉理 予選 14"63 (-1.8)
宮地くる実 予選 15"51 (-1.8)  
清山遥加 予選 14"74 (-1.6)  
吉留江吏子 予選 15"95 (-2.0)

200m 宮地くる実 予選 31"16 (-2.1)  
橋本千明 予選 27"47 (+0.7)  

決勝　1位 26"49 (+0.5)
吉留江吏子 予選 32"20 (+1.3)

400m 岡崎紗世 決勝　5位 1'11"45
800m 岡崎紗世 タイム決勝 2'37"88

河野瑠美 タイム決勝 2'47"44
中本早希 タイム決勝　6位 2'34"78
森山祐衣 タイム決勝　　 3'27"72

1500m 柏原彩乃 タイム決勝 6'07"20
河野瑠美 タイム決勝 5'48"96
清水真央子 タイム決勝 5'54"20
三好由華 タイム決勝　　 6'01"01
白水舞 タイム決勝 6'30"25
仲野優 タイム決勝 5'44"68
永野知佳 タイム決勝 6'17"73
中本早希 タイム決勝　3位 5'13"16
松尾美結 タイム決勝 6'28"80
吉川真央 タイム決勝 6'19"49

3000m 柏原彩乃 決勝 12'45"02
清水真央子 決勝　8位 12'42"61
三好由華 決勝 13'06"57
松尾美結 決勝 13'28"00
吉川真央 決勝 13'26"57

100mH 宮地くる実 決勝　4位　 21"77
吉留江吏子 決勝　5位 23"02

400mH 坂本茉理 決勝　3位　　 1'17"99
4×100mR 高野瑛子　橋本千明決勝　2位 52"79

清山遥加　坂本茉理
4×400mR 高野瑛子　橋本千明決勝　3位　　 4'27"63

岡崎紗世　坂本茉理
女子<フィールド>
走高跳 坂本茉理 決勝　5位 1m25

橋本千明 決勝　7位　 1m15
中矢早映 決勝　3位　 1m30

走幅跳 清山遥加 決勝　7位　 4m19 (+1.4)
砲丸投 坂本茉理 決勝　1位　 7m11



山本七海 決勝　5位 5m62
円盤投げ 坂本茉理 決勝　1位 7m11

山本七海 決勝　5位 5m62
ハンマー投坂本茉理 決勝　1位　　 11m12

白水舞 決勝　2位　　 7m30
山本七海 決勝　3位　　 6m90

やり投 柏原彩乃 決勝　6位　　 18m13
高野瑛子 決勝　 16m13
三好由華 決勝 15m95
坂本茉理 決勝　1位 26m43
榊原亜有美 決勝 10m23


