
第四回　鹿児島県陸上競技記録会 入 賞 者 一 覧 表
　　　　　　兼国民体育大会陸上競技県予選会 平成18年4月30日(日)

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 一般200m 永野　三彦 21.89 馬場　友樹 22.02 本蔵　喬 22.45 永吉　直樹 22.48 北園　将志 22.52 濱田　直史 22.64 児玉　安昭 22.65 荒武　信幸 22.73

子 鹿児島･Ｄ．Ａ．Ｔ 鹿児島･鹿児島国際大 鹿児島･鹿児島国際大 鹿児島･志學館大 鹿児島･鹿児島国際大 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･霧島市役所 宮　崎･志學館大

一般 鹿児島大  3:21.54 志學館大A  3:23.25 志學館大B  3:23.87 鹿児島高専  3:26.02 志學館大C  3:27.31

4×400mR    濱田　直史    岩下　拓也    桐野　正明    竹村　将来    平　裕一郎

   山代　幸哉    辻　悠介    永吉　直樹    七夕　正樹    平　豊

   橋本　裕太    藤高　裕基    荒武　信幸    潮崎　諒    砂坂　徒織

   手嶋　伸一    釜　貴宏    福留　敦巳    盛重　文祥    塩田　雄二

少年Ａ200m 有田　圭介(3) 22.18 竹原　祐也(2) 22.24 鮫島　俊輔(2) 22.60 三宅　修司(2) 22.69 南谷　豪人(3) 22.83 大迫　史弥(2) 23.04 園田　健太(3) 23.07 谷崎　正基(3) 23.11

松陽高ク 鹿児島商高ク 入来商高ク 松陽高ク 鹿児島南高ク 鹿児島商高ク 鹿児島南高ク 鹿児島商高ク

少年Ｂ200m 武田　知大(1) 23.12 鶴田　賢(1) 23.14 村上　綾祐(1) 23.69 齊藤　健吾(1) 23.74 堂脇　開(1) 23.76 尾上　清文(3) 23.83 後迫　佳祐(1) 23.87 内田　悠孔(1) 23.90

鹿児島玉龍高ク 鹿児島南高ク 入来商高ク 松陽高ク 出水中央高ク 米ノ津中ク 鹿児島城西高ク 入来商高ク

高校 松陽高クA  3:23.05 鹿児島商高クA  3:23.19 鹿児島南高ク  3:26.18 出水中央高ク  3:29.81 鹿児島商高クB  3:31.82 鶴翔高ク  3:31.99 鹿児島玉龍高ク  3:33.90 甲南高ク  3:33.92

4×400mR    西方　竜太郎(3)    上妻　智博(3)    永吉　脩人(3)    永岡　躍志(2)    遠矢　武尊(3)    椎葉　和馬(2)    松田　祥平(3)    一見　拓斗(3)

   齊藤　健吾(1)    今村　有貴(3)    園田　健太(3)    堂脇　開(1)    臼木　雅俊(3)    猿渡　嵩之(2)    山下　晃生(1)    大津　卓也(3)

   有田　圭介(3)    谷崎　正基(3)    水迫　竜平(3)    奥村　悠平(2)    立和名　智和(2)    村山　稔(2)    高城　周平(1)    佐東　聖也(3)

   三宅　修司(2)    竹原　祐也(2)    南谷　豪人(3)    貴島　宏太(3)    嶽崎　祐太(2)    神野　佑紀(2)    大山　歩務(2)    井出迫　正大(3)

中学1年1500m 草ノ瀬　大将(1)  4:55.98 松元　貴広(1)  5:08.93 池上　健人(1)  5:25.77 末永　康貴(1)  5:27.03 松﨑　洋樹(1)  5:27.75 川井田　輝晃(1)  5:46.33

宮之城中ク 鹿屋東中ク 財部中ク 財部中ク 財部中ク 財部中ク

中学2･3年1500m 南雲  駿(3)  4:09.28 上萩　健太(3)  4:18.32 吉野　徹(3)  4:18.33 藤脇  孝哉(3)  4:19.29 梅野  佑太(3)  4:19.42 雪丸  雄大(3)  4:20.17 堂森　涼太(2)  4:21.83 市田　孝(2)  4:25.14

皇徳寺中ク 第一鹿屋中ク 財部中ク 伊集院北中ク 国分Jr 青戸中ク 皇徳寺中ク 吉野中ク

中学 鹿児島Jr 46.25 米ノ津 47.29 紫原 47.47 高尾野 47.72 星峯 47.74 川内北 48.36 和田 48.41 伊集院北 48.65

4×100mR    山田　真也(2)    東　拓矢(2)    田畑  大輔(3)    上村  匠(3)    大迫  一歩(3)    山口  大貴(3)    向井　鴻士郎(3)    前屋敷　亮(2)

   谷山　宗敬(2)    尾上　清文(3)    黒木  一誠(3)    先﨑  翔平(3)    海陸  卓也(3)    中島  和也(3)    上床　航平(2)    岩崎  弘樹(3)

   宮内  文哉(3)    脇　耕平(3)    堀　千海(2)    谷村　誠也(1)    中村  聡志(3)    杉薗  真一郎(3)    西　航平(3)    浦牛原　順平(2)

   麓  大輔(3)    西山　圭一(2)    特手  賢太(3)    小野　公平(2)    大津　仁志(3)    津之浦　奨大(2)    山下　宏洋(3)    栗田  徹士(3)

四種競技 有村  拓真(3)  2043 上村  匠(3)  1927 海陸  卓也(3)  1765 黒木  一誠(3)  1734 大迫　拓輝(3)  1721 原田　太(2)  1645 中村  聡志(3)  1614 福満  龍(3)  1510

頴娃中ク 高尾野中ク 星峯中ク 紫原中ク 吹上中ク 南中ク 星峯中ク 川内北中ク

小学 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞA 53.57 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞB 56.67 鹿児島Jr陸上A 57.27 隼人Jr陸上A 57.41 伊集院町陸上A 57.72 阿久根陸上 58.50 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞD 60.12 SCC D 61.99

4×100mR    松尾　健太郎(6)    本田　望(6)    真鍋　航太    清野　亮太    大津　峻仁(6)    別府　魁人(5)    森枝　雄真(4)    新門　知樹(6)

   前田　佳樹(6)    児島　玄聖(6)    上村　一誠    堀　貴雄    甲斐　康裕(6)    越川　大勢(6)    牟禮　凛夢(5)    森山　星平(6)

   小正　貴大(6)    溝上　勇太朗(6)    原田　裕    松原　翔平    森　奏真(6)    西田　尚史(5)    今川　雄樹(6)    中園　亮宏(6)

   橋元　晃志(6)    東　孝洸(6)    今給黎　雅之    森　太雅    山下　雄也(6)    花田　千秋(6)    松坂　康大(4)    山内　幸久(5)

NPC:県中学新記録



第四回　鹿児島県陸上競技記録会 入 賞 者 一 覧 表
　　　　　　兼国民体育大会陸上競技県予選会 平成18年4月30日(日)

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 一般200m 家入　裕美子 26.34 松下　葵 26.40 永野　麻理 27.36 松崎　仁美 27.54 小畑　徳香 27.85 重松　直子 28.14

子 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･鹿児島女子短大 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･志學館大 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･鹿児島国際大

一般200m(伴走有) 三雲　明美 33.77

ＳＣＣ

一般

4×400mR ※出場者なし

少年Ａ200m 大庵  樹里(3) 25.73 遠矢  ひこの(3) 26.40 立山  淳奈(2) 26.45 大久保  みどり(3) 26.75 幾留  わかな(2) 26.96 田中  あずさ(3) 27.00 山元  唯(2) 27.11 梅北  祥子(3) 27.14

出水高ク 出水中央高ク 加治木工高ク 鹿児島女高ク 神村学園高ク 鹿児島南高ク 松陽高ク 鹿児島女高ク

少年Ｂ200m 太　優樹(3) 26.07 鳥原　早貴(3) 26.11 鶴田　聖奈(1) 26.32 内徳　梨里(3) 26.39 竹山　由希子(3) 26.41 小山田　夏実(3) 26.70 上迫田　里咲(3) 26.86 尻無浜　千佳(3) 26.87

ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 鹿児島Jr 大口明光学園高ク ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 重富中ク 帖佐中ク ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 川内北中ク

高校 鹿児島女  4:06.12 松陽Ａ  4:09.20 大口明光学園  4:16.33 出水  4:16.37 松陽Ｂ  4:18.43 伊集院高  4:21.24 樟南B  4:23.35 樟南  4:23.97

4×400mR    神園  光(2)    山元  唯(2)    木村　美代(1)    薗畠  裕美(2)    紙屋  亜衣(2)    濵田  麻衣(2)    植屋　真理(3)    袖山  香織(3)

   梅北  祥子(3)    豊島  久美(2)    鶴田　聖奈(1)    大庵  樹里(3)    米元  美苗(2)    猪之鼻  英海(3)    松田  めぐみ(3)    袖山  舞衣子(3)

   永井野  沙織(3)    古園  百合菜(3)    前田  智海(2)    西島  絵里(3)    福德  由佳(3)    久徳  さゆり(2)    丸野  美咲(1)    西之園  千秋(1)

   岩下  優香(3)    天辰  郁美(3)    羽田野  真理(2)    釜  めぐみ(2)    脇  麻理子(2)    市原　由里奈(2)    水迫  由佳(2)    西之園  美穂(1)

中学1年800m 山口　舞(1)  2:37.33 樽野　莉奈(1)  2:42.95 岩﨑　亜美　(1)  2:45.43 小俵　夏津希(1)  2:45.87 西村　雅美(1)  2:51.97

国分Jr 吹上中ク 加治木中ク 大口明光学園中ク 鹿屋東中ク

中学2･3年1500m 田山　絵理(2)  4:52.62 重田　翔織(2)  4:52.80 田山　満理(2)  4:52.84 今給黎　幸奈(3)  4:54.34 斉野　このみ(3)  4:59.82 増田　知佳(3)  5:00.51 中間　菜実(3)  5:02.09 石窪　佳奈(2)  5:02.71

出水中ク 舞鶴中ク 出水中ク 星峯中ク 志布志中ク 高隈中ク 百引中ク 頴娃中ク

中学 帖佐 50.42 鹿児島Jr 51.64 重富 52.12 加治木 52.14 城西 53.17 川内北 53.45 皇徳寺 54.03 吉野 54.28

4×100mR    加藤　未来(3)    松村　花菜(2)    三角　夕奈(3)    稲葉　成美(2)    湯﨑　珠希(2)    福重　亜華里(3)    吉永　英未(3)    永用　明穂(3)

   村田　萌花(2)    鳥原　早貴(3)    川原　亜紀保(2)    長濱　明奈(3)    一見　栞名(2)    永里　ゆめ子(3)    鮎川　亜里沙(3)    西村　沙安也(3)

   田中　理湖(3)    鳥原　有華(3)    橋口　佳奈(2)    松崎　愛己(3)    肝付　彩香(3)    池ノ上　菜々(3)    鬼塚　美紀(2)    福元　あかり(2)

   小山田　夏実(3)    肥後　さつき(2)    竹山　由希子(3)    篠崎　留美(3)    羽山　友紀(3)    尻無浜　千佳(3)    山口　菜緒(2)    有村　奈々美(3)

四種競技 大村　明日香(3)  2342 吉永　遥(3)  2283 鳥原　有華(3)  2229 太原　千夏(3)  2141 川畑　沙紀(3)  2051 有村　奈々美(3)  1971 西村　沙安也(3)  1834 篠原　珠美(2)  1813

帖佐中ク NPC 頴娃中ク 鹿児島Jr 鴨池中ク 星峯中ク 吉野中ク 吉野中ク 鹿屋東中ク

小学 出水市陸上A 56.76 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞA 58.14 国分Jr陸上 58.23 阿久根陸上A 59.42 菱刈陸上 59.44 SCC A 59.59 鹿児島Jr陸上A 59.69 串木野西陸上A 59.97

4×100mR    田代　麻衣(6)    久松　未季(4)    北園　淳(6)    山元　聖菜(6)    岡田　友香(5)    積　真理愛(6)    重久　由美子    上野　真由(5)

   安慶　彩花(6)    上迫田　由里愛(6)    河野　真耶(6)    尾崎　さやか(6)    瓜生島　未帆(5)    安藤　菜津実(6)    木佐貫　彩    植屋　明日香(6)

   時吉　千聡(6)    田尻　風花(5)    福浦　麻里菜(6)    尻無　あかり(6)    田島　汐莉(6)    瀬戸　あかり(6)    本　史佳    大山　夏稀(6)

   千年原　美波(6)    岩塚　葵(6)    野村　みのり(6)    中原　海鈴(6)    山下　有紀(6)    大知　初音(6)    大瀬　百恵    内村　奈菜(6)

NPC:県中学新記録


