
第23回　南日本小・中学生陸上競技大会（中学生の部） 入 賞 者 一 覧 表

平成18年5月28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 1年100m 谷村　誠也(1) 12.35 東　克俊(1) 12.55 神之村　賢人(1) 12.77 関山　真弥(1) 12.79 徳留　悠斗(1) 12.95 山中　歩(1) 13.00 豊　竜誠(1) 13.16 梅元　義秀(1) 13.33

子 風:+0.7 高尾野中ク 野田中ク 牧園中ク 吉野東中ク 大隅中ク 国分中ク 加治木中ク 桜島中ク

ト 2年100m 古川　渉一(2) 11.79 北川　翔一(2) 12.05 谷山　宗敬(2) 12.14 上園　貴之(2) 12.14 永田　健悟(2) 12.15 内田　祐樹(2) 12.23 吉崎　拓也(2) 12.43 宮脇　椋太(2) 12.64

ラ 風:+1.3 宮之城中ク 吾平中ク 鹿児島Jrク 川内中央中ク 重富中ク 伊集院中ク 大隅中ク 東谷山中ク

ッ 3年100m 大坪　純也(3) 11.83 田畑　大輔(3) 12.01 田中　雅人(3) 12.02 特手　賢太(3) 12.31 大津　仁志(3) 12.36 勝目　悠介(3) 12.62 松元　大志(3) 12.65 溜池　裕也(3) 12.65

ク 風:-0.1 舞鶴中ク 紫原中ク 鹿大附属中ク 紫原中ク 星峯中ク 川内南中ク 皇徳寺中ク 吉田南中ク

共通200m 宮内　文哉(3) 23.77 福元　涼太(3) 24.48 山下　宏洋(3) 24.48 牛島　健太(3) 25.03 内村　孝兵(3) 25.42 外屋敷　智崇(2) 25.72 金指　裕太(3) 25.78 堀添　涼(3) 26.18

風:-0.5 鹿児島Jrク 吉野中ク 和田中ク 国分中ク 吹上中ク 伊集院中ク 川内中央中ク 加治木中ク

共通800m 杉薗　真一郎(3)  2:05.66森山　直人(3)  2:05.70田中　耕作(3)  2:05.77大窪　聖也(3)  2:06.85倉津　盛一(3)  2:07.45岡本　雄喜(3)  2:08.06本村　亜蘭(3)  2:09.24別府　翔太(3)  2:10.30

川内北中ク 頴娃別府中ク 帖佐中ク 牧園中ク 阿久根中ク 高隈中ク 国分Jrク 阿久根中ク

共通3000m 有村　優樹(2)  9:14.86雪丸　雄大(3)  9:19.63吉野　徹(3)  9:24.48市田　孝(2)  9:26.74市田　宏(2)  9:29.21藤脇　孝哉(3)  9:29.99岩元　祥(3)  9:40.53笠野　喜禎(3)  9:40.92

伊集院中ク 青戸中ク 財部中ク 吉野中ク 吉野中ク 伊集院北中ク 国分中ク 南指宿中ク

共通110mH 田畑　圭一(3) 16.36 黒木　一誠(3) 16.65 中村　聡志(3) 16.78 上村　匠(3) 17.02 原田　太(2) 17.82 海陸　卓也(3) 18.45 大迫　泰司(3) 19.66 金澤　尚樹(2) 20.02

国分中ク 紫原中ク 星峯中ク 高尾野中ク 南中ク 星峯中ク 東市来中ク 紫原中ク

共通4×100mR 鹿児島Jrク 46.13 和田中ク 46.42 星峯中ク 46.67 国分中ク 46.80 紫原中ク 46.80 吹上中ク 48.30 川内北中ク 48.35 南中ク 48.49

   山田　真也(2) 大会新    向井　鴻士郎(3)大会新    田中　篤志(3)    大平　誠也(3)    田畑　大輔(3)    折田　智久(3)    山口　大貴(3)    田川　大地(3)

   谷山　宗敬(2)    山下　宏洋(3)    海陸　卓也(3)    田畑　圭一(3)    黒木　一誠(3)    内村　孝兵(3)    中島　和也(3)    原田　太(2)

   宮内　文哉(3)    西　航平(3)    中村　聡志(3)    牛島　健太(3)    堀　千海(2)    大迫　拓輝(3)    杉薗　真一郎(3)    野田　昂嗣(2)

   麓　大輔(3)    廣瀬　晃一郎(3)    大津　仁志(3)    高橋　誠也(2)    特手　賢太(3)    鳥越　智仁(3)    津之浦　奨大(2)    西　一成(2)

男 共通走高跳 原口　成志(3) 1m70 西　一成(2) 1m65 大迫　拓輝(3) 1m65 福満　龍(3) 1m55 國生　鶴仁(3) 1m50 濱元　康平(3) 1m45 北園　駿(3) 1m45 沼　智之(3) 1m40

子 大隅中ク 南中ク 吹上中ク 川内北中ク 生冠中ク 桜島中ク 高尾野中ク 加治木中ク

フ 共通走幅跳 麓　大輔(3)   6m15 岩尾　俊洪(3)   5m87 山口　大貴(3)   5m79 神宮司　充(3)   5m61 山田　真也(2)   5m55 入部　充(3)   5m29 浦牛原　順平(2)   5m29 札内　僚(2)   5m21

ィ 鹿児島Jrク +0.3 武岡中ク +0.3 川内北中ク +1.3 大隅中ク +0.0 鹿児島Jrク +0.5 大崎中ク -0.1 伊集院北中ク -0.5 紫原中ク +0.3

｜ 共通砲丸投 池田　健成(3)   9m39 比知屋　和樹(3)   9m05 春田　哲也(3)   8m76 小園　純平(2)   8m67 新屋　優平(2)   8m15 廣瀬　宗一郎(3)   7m95 坂口　伊織(2)   7m56 中道　慎也(2)   7m25

ル 鹿大附属中ク NGR 帖佐中ク 大崎中ク 川上中ク 東串良中ク 川内中央中ク 東串良中ク 国分中ク

ド 共通円盤投 有村　拓真(3)  42m20 森永　皓太(3)  33m51 中山　泰志(2)  30m58 濵ノ園　崇史(3)  27m29 高江　雅俊(2)  24m08

頴娃中ク 串木野中ク 谷山北中ク 鹿児島第一中ク 頴娃中ク

共通 髙田　航平(3)  54m14 田中　篤志(3)  48m97 深渡瀬　千広(2)  47m36 神田　竜矢(3)  46m19 川野　大志(3)  45m27 飯伏　晃生(3)  42m01 岩屋　啓次(3)  38m56 狩宿　文彦(2)  37m37

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 頴娃中ク 星峯中ク 菱刈中ク 大崎中ク 谷山北中ク 頴娃別府中ク 川上中ク 薩摩中ク

※共通男子砲丸投は重量規格変更のため今年度の優勝記録が大会記録となる

NPC:県中学新記録　NGR:大会新記録　EGR:大会タイ記録



第23回　南日本小・中学生陸上競技大会（中学生の部） 入 賞 者 一 覧 表

平成18年5月28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 1年100m 寺地　由真(1) 13.23 上川　沙友里(1) 13.80 谷山　叡子(1) 13.86 上村　桃華(1) 13.96 倉津　貴子(1) 14.11 満留　奈実(1) 14.28 園田　鈴(1) 14.29 長濱　志帆子(1) 14.32

子 風:-0.9 大口明光学園中ク 大会新 谷山中ク 鹿児島Jrク 武岡中ク 阿久根中ク SCCク 鹿屋東中ク 清水中ク

ト 2年100m 山口　菜緒(2) 13.45 村田　萌花(2) 13.49 永田　歩弓(2) 13.51 森　いちこ(2) 13.78 坂上　里沙(2) 13.83 大窪　みゆき(2) 13.83 室屋　美波(2) 13.86 竹山　アイミ(2) 13.87

ラ 風:-0.3 皇徳寺中ク 帖佐中ク 大根占中ク 伊集院北中ク 皇徳寺中ク 紫原中ク 帖佐中ク 大隅中ク

ッ 3年100m 太　優樹(3) 12.74 篠崎　留美(3) 12.96 上迫田　里咲(3) 13.01 生駒　佳帆里(3) 13.24 長濱　明奈(3) 13.74 福吉　希美(3) 13.77 鮎川　亜里沙(3) 13.97 三角　夕奈(3) 13.99

ク 風:-0.2 郡山中ク 加治木中ク 串木野中ク 大崎中ク 加治木中ク 伊集院中ク 皇徳寺中ク 重富中ク

共通200m 鳥原　早貴(3) 26.51 竹山　由希子(3) 26.66 内徳　梨里(3) 27.34 小山田　夏実(3) 27.98 田中　理湖(3) 28.01 長濱　奈央子(3) 28.95 宮原　杏紀(3) 29.25 川俣　愛(3) 29.33

風:-1.4 伊敷台中ク 重富中ク 串木野中ク 帖佐中ク 帖佐中ク 清水中ク 加治木中ク 高尾野中ク

共通800m 今給黎　幸奈(3)  2:18.88宮路　柚佳(3)  2:19.21重田　翔織(2)  2:19.97斉野　このみ(3)  2:21.83福重　利奈(3)  2:27.17上档　千夏(3)  2:27.18寺園　みどり(2)  2:27.23東　優里(3)  2:30.76

星峯中ク 出水中ク 舞鶴中ク 志布志中ク 帖佐中ク 大崎中ク 大崎中ク 宮之城中ク

共通1500m 中間　菜実(3)  4:55.57花北　真李(3)  5:02.03別府　愛美(2)  5:02.35木原　成美(2)  5:03.40石窪　佳奈(2)  5:04.01新原　彩(2)  5:04.23増田　知佳(3)  5:05.53長﨑　日美子(3)  5:08.73

百引中ク 東郷中ク 阿久根中ク 百引中ク 頴娃中ク 青戸中ク 高隈中ク 万世中ク

共通100mH 鳥原　有華(3) 15.57 尻無浜　千佳(3) 15.62 大村　明日香(3) 15.75 吉永　遥(3) 16.04 有村　奈々美(3) 16.31 西村　沙安也(3) 16.40 落合　裕佳(3) 16.60 田中　美有(2) 16.74

伊敷台中ク 川内北中ク 帖佐中ク 頴娃中ク 吉野中ク 吉野中ク 帖佐中ク 大口明光学園中ク

共通4×100mR 帖佐中ク 51.01 伊敷台中ク 51.47 加治木中ク 51.81 皇徳寺中ク 52.97 重富中ク 53.42 城西中ク 54.02 頴娃中ク 54.75 吉野中ク 54.88

   加藤　未来(3) 大会新    肥後　さつき(2)    稲葉　成美(2)    吉永　英未(3)    三角　夕奈(3)    湯﨑　珠希(2)    今吉　智子(3)    宮元　ちはる(3)

   村田　萌花(2)    鳥原　早貴(3)    松崎　愛己(3)    鮎川　亜里沙(3)    中島　美満(3)    一見　栞名(2)    吉永　遥(3)    有村　奈々美(3)

   田中　理湖(3)    鳥原　有華(3)    長濱　明奈(3)    坂上　里沙(2)    橋口　佳奈(2)    肝付　彩香(3)    田原　悠依(3)    永用　明穂(3)

   小山田　夏実(3)    松村　花菜(2)    篠崎　留美(3)    山口　菜緒(2)    竹山　由希子(3)    羽山　友紀(3)    永谷　はるな(3)    西村　沙安也(3)

女 共通走高跳 堂之下　藍(3) 1m59 太原　千夏(3) 1m59 立山　琴美(2) 1m45 中島　美満(3) 1m40 西園　世菜(3) 1m40 野入　莉子(2) 1m35 中島　愛(2) 1m30 森山　明日香(3) 1m30

子 田崎中ク 大会新 鴨池中ク 大会新 大隅中ク 重富中ク 吹上中ク 伊敷台中ク 紫原中ク 帖佐中ク

フ 共通走幅跳 図子　あまね(3)   5m06 肥後　さつき(2)   4m94 川畑　沙紀(3)   4m86 加藤　未来(3)   4m82 田尻　彩夏(3)   4m74 源川　弥希(3)   4m72 今村　瑠璃(3)   4m68 篠原　珠美(2)   4m51

ィ 田崎中ク +0.6 伊敷台中ク -0.5 星峯中ク -1.1 帖佐中ク -0.5 串木野西中ク -0.2 SCCク -0.4 国分中ク -1.3 鹿屋東中ク -0.2

｜ 共通砲丸投 田元　里沙(3)  11m04 鎌田　真里菜(3)   9m80 是枝　綾香(3)   8m83 山内　みゆき(2)   8m69 穂園　さやか(3)   8m65 津川　華胡(2)   8m47 森山　葉月(3)   8m46 酒匂　楓(2)   8m34

ル 百引中ク 伊集院北中ク 松元中ク 薩摩中ク 国分中ク 紫原中ク 明和中ク 大崎中ク

ド 共通円盤投 田原　悠依(3)  26m19 永谷　はるな(3)  22m98 平谷　詩織(3)  15m63 濱田　夏帆(3)  14m45

頴娃中ク 頴娃中ク 鹿児島第一中ク 鹿児島第一中ク

共通 岩川　奈美絵(3)  36m32 瀬戸口　桃子(3)  32m59 金丸　奈美(2)  32m37 坂元　夏海(3)  26m42 佃　夏奈(2)  26m24 上村　麻美(3)  24m34 星崎　瑞穂(2)  24m32 藏脇　里美(3)  22m83

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 岳南中ク 吉野中ク 西紫原中ク 帖佐中ク 頴娃中ク 鴨池中ク 吹上中ク 帖佐中ク

※1年女子100m予選　寺地由真（大口明光学園）13.32(+0.4)の大会新記録

NPC:県中学新記録　NGR:大会新記録　EGR:大会タイ記録


