
平成18年度　第三回強化種目別陸上競技記録会 入賞者一覧表
《兼国民体育大会陸上競技予選会》 平成18年7月15日(土)　：　鹿児島県立鴨池陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

男 中学 髙田　航平(3) 12.19 溜池　裕也(3) 12.29 堀　千海(2) 12.34 山田　真也(2) 12.37 田畑　大輔(3) 12.40 福元　涼太(3) 12.41 有村　拓真(3) 12.52 大津　仁志(3) 12.54

子 100m 頴娃中 吉田南中 紫原中 鹿児島Jr 紫原中 吉野中 頴娃中 星峯中

ト 高校･一般 横田　孝明 11.52 釜　貴宏 11.55 荒武　信幸 11.61 上妻　智博(3) 11.69 塩田　雄二 11.80 遠矢　武尊(3) 11.83 福島　英樹(2) 11.86 吉留　大二郎(1) 11.87

ラ 100m 志學館大 志學館大 志學館大 鹿児島商高 志學館大 鹿児島商高 鹿児島商高 鹿児島高

ッ 中学1年 永井　智大(1)  4:44.32 草ノ瀬　大将(1)  4:47.08 池上　正瑛(1)  4:49.01 松元　貴広(1)  4:51.08 西村　裕介(1)  4:55.66 山下　省吾(1)  4:57.24 永谷　勇介(1)  4:57.74 畠中　一平(1)  4:58.16

ク 1500m 大口中 宮之城中 加治木中 鹿屋東中 頴娃中 鹿屋東中 頴娃中 加治木中

中学2･3年 市田　孝(2)  9:13.47 市田　宏(2)  9:15.82 栫山　敬次(2)  9:41.06 別府　翔太(3)  9:45.70 草ノ瀬　一番(2)  9:48.42 神前　洋紀(3)  9:54.79 山元　順敬(2)  9:56.20 石窪　恭一(3)  9:58.76

3000m 吉野中 吉野中 頴娃中 阿久根中 宮之城中 大浦中 鹿屋東中 頴娃中

高校･一般 谷口  詳 14:51.58 引地 14:55.45 井出上  隼人 14:57.76 松枝  翔 14:57.96 森山  昇人 15:01.48 丸野  大樹 15:02.77 田代  翔也 15:12.14 溝口  尚哉 15:12.92

5000m 宮　崎･小林高 鹿児島･京セラ 宮　崎･小林高 鹿児島･鹿児島実業高 宮　崎･小林高 鹿児島･鹿児島実業高 宮　崎･小林高 宮　崎･小林高

高校･一般 松本　葵  9:22.56 永里　剛城(2) 10:05.02

3000mSC 鹿児島･山梨学院大 鹿児島･鶴翔高

男 中学 西　一成(2) 1m75 大迫　拓輝(3) 1m70 原口　成志(3) 1m60 稲森　裕紀(1) 1m40 田中　颯(1) 1m35 尾辻　諒(1) 1m35

子 走高跳 南中 吹上中 大隅中 吉野中 明和中 城西中

フ 高校 大薗　功太郎(3) 1m85 大栗　佑介(2) 1m75 揚松　亮(1) 1m75 木下  隼輔(1) 1m75 田中　凛(1) 1m60 假屋　譲(2) 1m60 若松　雄大(1) 1m60

ィ 走高跳 鹿児島南高 鶴翔高 鶴翔高 鹿屋高 甲南高 甲南高 鹿児島商高

｜ 一般 有川  詳太 1m85

ル 走高跳 志學館大

ド 中学 山田　真也(2)   6m20 高田　航平(3)   6m01 谷山　宗敬(2)   5m82 栗田　徹士(3)   5m68 竹之内　彰(3)   5m61 神宮司　充(3)   5m55 札内　僚(2)   5m50 関山　真弥(1)   5m15

走幅跳 鹿児島Jr +1.8 頴娃中 +2.0 鹿児島Jr +2.0 伊集院北中 +2.1 吹上中 +1.7 大隅中 +2.0 紫原中 +1.8 鹿児島Jr +1.9

高校 柏木　隼人(3)   6m89 栗田　貴文   6m62 下野　伸一郎(1)   6m61 今村　光貴(1)   6m13 松元　龍之介(2)   6m08 上村　央(1)   5m86 和泉　智彦   5m58 若松　雄大(1)   5m42

走幅跳 阿久根農高 +1.9 鶴丸高 +1.3 鹿児島商高 +1.2 鹿児島高 +0.5 鹿児島商高 +1.9 鹿児島高 +1.9 甲南高 +1.1 鹿児島商高 +0.8

一般 橋口　光大   7m23 土崎　幸夫   6m93 本田　哲郎   6m92 有川　詳太   6m18 東畑　陽介   6m06

走幅跳 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ +2.0 鹿屋体育大 +1.4 鹿屋体育大 +2.0 志學館大 +0.6 鹿屋体育大 +1.9

中学 有村　拓真(3)  10m43 原口　豊(2)   6m49

砲丸投(5.0kg) 頴娃中 吹上中

高校 越間　北斗(1)  12m04 東園  将樹(2)  11m06 今熊　雄基(2)   9m60 鈴木　翔(2)   8m66 谷口  浩成(1)   5m96

砲丸投(6.0kg) 鹿児島商高 鶴翔高 鹿屋高 鶴翔高 鹿屋高

一般 木村  岳裕  13m37 森田  雄三  11m33 萱原　達磨  11m02 野上　一成  10m14

砲丸投(7.2kg) 鹿児島大 志學館大 志學館大 ＳＣＣ

中学 川平　宜良(2)  22m29

円盤投(1.0kg) 鴨池中

高校 八木　信大(3)  39m08 東園  将樹(2)  34m14 越間　北斗(1)  34m00 水谷　翔  28m24 鈴木　翔(2)  28m13 今熊　雄基(2)  21m84

円盤投(1.5kg) 岩川高 鶴翔高 鹿児島商高 岩川高 鶴翔高 鹿屋高

一般 日下田　良  39m39 木村  岳裕  34m37 萱原　達磨  34m04 森田　雄三  34m02 野上　一成  26m97

円盤投(2.0kg) 鹿屋体育大 鹿児島大 志學館大 志學館大 ＳＣＣ

高校ハンマー投 川畑　友彰(3)  58m08 八木　信大(3)  52m06 東園  将樹(2)  36m39 水谷　翔  21m85

(6kg) 鹿児島南高 岩川高 鶴翔高 岩川高

一般ハンマー投 　※出場者なし

(7.2kg)



平成18年度　第三回強化種目別陸上競技記録会 入賞者一覧表
《兼国民体育大会陸上競技予選会》 平成18年7月15日(土)　：　鹿児島県立鴨池陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

女 中学 鳥原　早貴(3) 13.07 鳥原　有華(3) 13.65      一見　栞名(2) 城西中 13.77 大窪　みゆき(2) 13.85 松村　花菜(2) 13.88 竹山　アイミ(2) 13.89 有村　奈々美(3) 13.95

子 100m 鹿児島Jr 鹿児島Jr 同順:永田　歩弓(2) 大根占中 紫原中 鹿児島Jr 大隅中 吉野中

ト 高校･一般 大久保  みどり(3) 12.90 野元  成美(2) 13.02 小倉　瞳 13.44 中村  結菜(2) 13.57 岩下  優香(3) 13.67 有川  美穂(3) 13.76 西園  由梨(2) 13.86 立石  鈴音(2) 13.87

ラ 100m 鹿児島女高 鹿児島女高 志學館大 甲南高 鹿児島女高 鹿児島女高 鹿児島女高 鹿児島女高

ッ 中学 石窪　佳奈(2)  4:58.76 小川　沙記(2)  5:14.10 宮元　ちはる(3)  5:15.25 西田　茉由  5:15.48 川尻　なぎさ(3)  5:16.40 湯田　栞(2)  5:19.38 大野　梨保(3)  5:20.45 山脇　瑞穂(1)  5:21.01

ク 1500m 頴娃中 星峯中 吉野中 大隅中 鹿屋東中 頴娃中 鹿屋東中 頴娃中

高校･一般 立元  玲夏(2)  9:28.23 宮内  宏子  9:28.97 永田  あや(2)  9:29.52 宮内  洋子  9:32.16 河本  莉那  9:34.46 平山  里奈(3)  9:43.31 淵之上  祐未(2)  9:45.69 柳井谷  怜子(3)  9:48.00

3000m 鹿児島･神村学園高 宮　崎･宮崎沖電気 宮　崎･小林高 宮　崎･宮崎沖電気 宮　崎･宮崎沖電気 鹿児島･神村学園高 宮　崎･小林高 鹿児島･神村学園高

女 中学 太原　千夏(3) 1m51 立山　琴美(2) 1m48 瀬戸口　桃子(3) 1m45 吉永　遥(3) 1m45 西園　世菜(3) 1m40 今村　沙希(2) 1m30 福元　あかり(2) 1m30 中島　愛(2) 1m25

子 走高跳 鴨池中 大隅中 吉野中 頴娃中 吹上中 紫原中 吉野中 紫原中

フ 高校 神園  光(2) 1m51 瀬戸口  未来(2) 1m45

ィ 走高跳 鹿児島女高 鹿児島女高

｜ 一般 　※出場者なし

ル 走高跳

ド 中学 肥後　さつき(2)   4m85 新保　美里(1)   4m85 梶原　春菜(2)   4m71 田尻　彩夏(3)   4m69 篠原　珠美(2)   4m55 池畑　朋枝(3)   4m28 南谷　優里(2)   4m22 牧　桃恵子(3)   4m18

走幅跳 鹿児島Jr +1.9 鴨池中 +1.9 鴨池中 +0.3 串木野西中 +1.8 鹿屋東中 +2.0 吹上中 +1.1 鹿児島Jr +1.0 明和中 +0.3

高校 中島  聡子(2)   4m90 牛飼  夏子(2)   4m43

走幅跳 鹿児島玉龍高 +2.0 鹿屋高 +0.4

一般 濱島　陽子   5m60

走幅跳 鹿屋体育大 1.8

中学 金丸　奈美(2)   9m92 山内　みゆき(2)   8m93 羽山　友紀(3)   8m77 津川　華胡(2)   8m51 今掛　茜(3)   8m05 森山　葉月(3)   8m02 吉敷　ともみ(3)   7m43 平嶺　麻衣(3)   6m95

砲丸投(2.7kg) 鹿児島Jr 薩摩中 城西中 紫原中 鹿屋東中 明和中 明和中 鹿屋東中

高校 中西  彩乃(3)  10m91 下高原  ひかり(1)   9m11 福永　梨紗(1)   8m62 後田  あやめ()   8m12 新留  理子(1)   6m20

砲丸投(4.0kg) 鹿児島女高 鹿児島女高 甲南高 鹿児島玉龍高 鹿児島女高

一般 　※出場者なし

砲丸投(4.0kg)

高校 中西  彩乃(3)  34m81 牧之瀬  志織(2)  28m65 下高原  ひかり(1)  23m20 福永　梨紗(1)  22m51 新留  理子(1)  21m01

円盤投(1.0kg) 鹿児島女高 岩川高 鹿児島女高 甲南高 鹿児島女高

一般 　※出場者なし

円盤投(1.0kg)

高校ハンマー投 　※出場者なし

(4.0kg)

一般ハンマー投 　※出場者なし

(4.0kg)


