
第23回　南日本小・中学生陸上競技大会（小学生の部） 入 賞 者 一 覧 表
兼　第22回全国小学生陸上競技交流大会鹿児島県予選会 平成18年7月15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 4年100m 松坂　康大(4) 14.57 松下　凌(4) 14.69 松田　武士(4) 14.86 永田　大星(4) 15.30 戸越　正孝(4) 15.50 早水　貴彦(4) 15.53 中水流　陸(4) 15.66 一ノ宮　将彦(4) 15.83

子 風:+0.0 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ NGR 下水流陸上 EGR かのやFSCJr かのやFSCJr 国分Jr陸上 阿久根陸上 栗野陸上 SCC

ト 5年100m 土岐　大翔(5) 13.96 鶴崎　尚人(5) 14.40 有田　英徳(5) 14.47 上村　一誠(5) 14.72 大内田　崇憲(5) 14.94 原田　裕(5) 14.99 近藤　直樹(5) 15.11 岡村　湧介(5) 15.25

ラ 風:+0.4 住用ｸﾗﾌﾞ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 草牟田小ｸﾗﾌﾞ 鹿児島Jr陸上 SCC 鹿児島Jr陸上 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

ッ 6年100m 松尾　健太郎(6) 12.77 中屋　翔太(6) 12.79 前田　佳樹(6) 13.41 東　孝洸(6) 13.51 安田　由稀(6) 13.52 児島　玄聖(6) 13.85 牟田　智博(6) 14.01 井手　昴(6) 14.25

ク 風:-0.6 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 龍郷陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 吉野東陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 折多陸上 SCC

6年800m 三浦　大輝(6)  2:23.91吉村　健人(6)  2:31.57平山　清志郎(6)  2:33.49來　龍平(6)  2:35.41重田　達哉(6)  2:37.03西小野　建吾(6)  2:37.80永田　浩幸(6)  2:38.00真邉　航太(6)  2:38.35

喜界ｸﾗﾌﾞ 生福陸上 SKRC 喜界ｸﾗﾌﾞ 国分Jr陸上 野里ｻｯｶｰ 国分Jr陸上 鹿児島Jr陸上

共通80mH 原田　侑弥(5) 15.42 吉村　公規(6) 15.92 大畠　誠(6) 16.63 石丸　元気(6) 16.97 寺地　賢人(6) 17.11 崎山　暢之(6) 17.83 新門　知樹(6) 18.81 新原　侑也(5) 19.10

風:-1.3 国分Jr陸上 SCC 野田陸上 国分Jr陸上 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 SCC 頴娃Jr陸上

共通 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞA 53.23 隼人Jr陸上 56.69 SCC A 57.08 吉野東陸上 57.64 伊集院町陸上A 58.01 高尾野陸上B 58.45 ｳｲﾝｸﾞｱｽﾘｰﾄ 60.09 阿久根陸上A 64.22

4×100mR    橋元　晃志(6)    堀　貴雄(6)    西田　聡馬(6)    砂田　大地(6)    大津　峻仁(6)    岩元　誠一郎(5)    市野　翔太郎(6)    別府　魁人(5)

   前田　佳樹(6)    松原　翔平(6)    井手　昴(6)    安田　由稀(6)    高倉　宏輔(6)    肱黒　智大(6)    原崎　慎(6)    越川　大勢(6)

   児島　玄聖(6)    清野　亮太(6)    大内田　崇憲(5)    萩原　一貴(5)    山下　雄也(6)    益田　健司(6)    出田　優斗(5)    西田　尚史(5)

   東　孝洸(6)    森　太雅(6)    森山　星平(6)    宮下　大宜(6)    甲斐　康裕(6)    中島　健(6)    石原　寛明(6)    花田　千秋(6)

男 共通走高跳 小崎　遼太郎(6) 1m30 原崎　慎(6) 1m25 石原　寛明(6) 1m25 假屋　泰史(6) 1m20 花田　千秋(6) 1m20 中野　翔平(6) 1m10

子 長島陸上 ｳｨﾝｸﾞｱｽﾘｰﾄ ｳｨﾝｸﾞｱｽﾘｰﾄ 串木野西陸上 阿久根陸上 伊集院町陸上

フ 5年走幅跳 牟禮　凛夢(5)   3m94 浜崎　友輔(5)   3m89 高山　祐輝(5)   3m82 満永　涼太(5)   3m60 西田　尚史(5)   3m58 大野　直人(5)   3m57 小川　賢哉(5)   3m54 鶴園　功樹(5)   3m43

ィ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ +0.3 頴娃Jr陸上 -1.7 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ +0.4 頴娃Jr陸上 -0.9 阿久根陸上 +0.7 阿久根陸上 +0.7 高山Jr陸上 -0.1 阿久根陸上 +0.1

｜ 6年走幅跳 小正　貴大(6)   4m93 西田　聡馬(6)   4m81 溝添　悠(6)   4m63 橋元　晃志(6)   4m61 宇都　直也(6)   4m45 溝上　勇太朗(6)   4m32 大田　飛翔(6)   4m04 越川　大勢(6)   4m04

ル ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ -1.3 SCC +0.6 串木野西陸上 -1.2 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ -0.2 加世田陸上 +0.1 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ +1.1 野田陸上 +0.4 阿久根陸上 +0.5

ド 5年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 徳重　太器(5)  47m69 中野　正貴(5)  43m36 原口　正嗣(5)  39m47 中山　雄太(5)  33m72 真田　大(5)  21m11

SCC 長浜Jr陸上 串木野西陸上 SCC 生福陸上

6年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 藤原　南海人(6)  61m91 山下　雄也(6)  52m41 福吉　慎也(6)  50m83 米盛　幸汰(6)  50m23 清野　亮太(6)  48m82 宮下　大宜(6)  47m74 古園　健人(6)  46m68 樽水　駿(6)  46m17

原良ｸﾗﾌﾞ 伊集院町陸上 頴娃Jr陸上 喜界ｸﾗﾌﾞ 隼人Jr陸上 吉野東陸上 長浜Jr陸上 かのやFSCJr

女 4年100m 出来　亜伽音(4) 15.18 倉岡　さくら(4) 15.33 久松　未季(4) 15.36 田口　佳那子(4) 15.73 橋元　香奈(4) 15.86 溝上　亜梨紗(4) 15.95 高橋　佳奈(4) 16.00 原囿　佳奈(4) 16.06

子 風:-0.5 加世田陸上 かのやFSCJr ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 隼人Jr陸上 野田陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ SCC ｳｨﾝｸﾞｱｽﾘｰﾄ

ト 5年100m 田尻　風花(5) 14.55 岡田　友香(5) 14.63 大瀬　百恵(5) 14.72 宮脇　朋美(5) 14.79 瓜生島　未帆(5) 14.84 尻無　あかり(5) 15.13 川本　祐実香(5) 15.39 安田　早紀(5) 15.58

ラ 風:-0.4 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 菱刈陸上 ※ 鹿児島Jr陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 菱刈陸上 阿久根陸上 野田陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

ッ 6年100m 千年原　美波(6) 13.87 八木　優貴乃(6) 14.04 安慶　彩花(6) 14.45 一ノ宮　佐保(6) 14.52 野村　みのり(6) 14.57 上薗　璃子(6) 14.62 植屋　明日香(6) 14.68 岩塚　葵(6) 14.73

ク 風:+0.2 出水市陸上 龍郷陸上 出水市陸上 SCC 国分Jr陸上 MRｱｽﾘｰﾄ 串木野西陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

6年800m 瀬戸口　静香(6)  2:38.46宮原　茉子(6)  2:39.58西村　理那(6)  2:40.12塩満　桜(6)  2:42.42桜木　結衣(6)  2:42.85軸屋　由貴(6)  2:42.91羽祢田　星亜(6)  2:45.43西　春香(6)  2:46.63

生福陸上 国分Jr陸上 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ 国分Jr陸上 財部ｸﾗﾌﾞ 春山陸上 栗野陸上 あいら陸上

共通80mH 河野　真耶(6) 13.94 山下　有紀(6) 14.36 尾崎　さやか(6) 14.46 中原　海鈴(6) 16.23 吉峰　瞳美(6) 16.44 田島　汐莉(6) 16.74 戸越　さつき(5) 16.78 倉津　円歌(5) 17.74

風:-0.4 国分Jr陸上  NPR NGR菱刈陸上 NGR 阿久根陸上 NGR 阿久根陸上 串木野西陸上 菱刈陸上 国分Jr陸上 阿久根陸上

共通 出水市陸上 56.76 国分Jr陸上A 58.98 SCC A 59.06 阿久根陸上A 59.35 菱刈陸上 59.35 頴娃Jr陸上A 59.87 串木野西陸上A 60.21 あいら陸上A 60.59

4×100mR    時吉　千聡(6)    森川　美咲(5)    大知　初音(6)    尻無　あかり(5)    岡田　友香(5)    寺田　彩乃(6)    上新　真奈(6)    竹山　夏生(6)

   安慶　彩花(6)    河野　真耶(6)    一ノ宮　佐保(6)    尾崎　さやか(6)    瓜生島　未帆(5)    岩崎　遥(6)    植屋　明日香(6)    石原　華蓮(5)

   田代　麻衣(6)    福浦　麻里菜(6)    瀬戸　あかり(6)    山元　聖菜(6)    田島　汐莉(6)    大迫　智穂(5)    大山　夏稀(6)    福元　夕葵(5)

   千年原　美波(6)    野村　みのり(6)    一ノ宮　志保(6)    中原　海鈴(6)    山下　有紀(6)    上村　麗(6)    吉峰　瞳美(6)    新徳　香(6)

女 共通走高跳 山口　理紗子(6) 1m25      岩崎　遥(6) 頴娃Jr陸上 1m25 村上　菜津美(6) 1m20 生田　千秋(6) 1m20 山元　聖菜(6) 1m20 上新　真奈(6) 1m15 池浦　詩乃(6) 1m15

子 MRｱｽﾘｰﾄ 同順:前迫　あゆ美(6) 赤生木Jr 長島陸上 喜界ｸﾗﾌﾞ 阿久根陸上 串木野西陸上 阿久根陸上

フ 5年走幅跳 馬場　洋乃(5)   3m72 大村　美香(5)   3m66 樋渡　奏(5)   3m63 山田　あかり(5)   3m60 中村　文香(5)   3m49 丸山　結衣(5)   3m46 黒葛原　美夢(5)   3m43 木場　心(5)   3m25

ィ 栗野陸上 +2.1 帖佐ｸﾗﾌﾞ +1.9 頴娃Jr陸上 +3.1 国分Jr陸上 +1.9 国分Jr陸上 +2.2 国分Jr陸上 +1.6 帖佐ｸﾗﾌﾞ +2.7 阿久根陸上 +2.1

｜ 6年走幅跳 福浦　麻里菜(6)   4m28 内村　奈菜(6)   4m24 柳井谷　晶(6)   4m16 東郷　夕姫(6)   4m09 本　史佳(6)   4m07 永山　麻里亜(6)   3m72 児玉　維枝(6)   3m68 樒柑山　のぞみ(6)   3m66

ル 国分Jr陸上 +1.4 串木野西陸上 +2.0 高山Jr陸上 +2.2 かのやFSCJr +1.2 鹿児島Jr陸上 +0.6 あいら陸上 +1.0 末吉陸上 +1.7 鹿児島Jr陸上 +2.2

ド 5年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 西山　梨夏(5)  34m68 石田　佳奈(5)  30m30 松浦　茜音(5)  27m39 上野　夕麻(5)  26m92 二田　薫(5)  21m98 山下　愛美(5)  19m33 菅原　栞奈(5)  17m95

串木野西陸上 頴娃Jr陸上 かのやFSCJr 阿久根陸上 益山ﾗﾝﾅｰｽﾞ 益山ﾗﾝﾅｰｽﾞ 益山ﾗﾝﾅｰｽﾞ

6年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 上村　麗(6)  49m73 寺田　彩乃(6)  46m35 柳　美伽(6)  42m43 片平　麻衣(6)  33m06 福山　葉月(6)  28m58

頴娃Jr陸上 頴娃Jr陸上 長島陸上 赤生木Jr 串木野西陸上

※5年女子100m予選にて岡田友香(菱刈陸上)14.40(-0.7)の大会新記録

NPR:県小学校新記録　NGR:大会新記録


