
第51回　南日本ハーフマラソン大会 入 賞 者 一 覧 表
第44回　南日本長距離走大会 平成19年1月8日(月)

鹿児島県立鴨池陸上競技場周辺コース

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

男 中学1年 高田　康暉  6:13.18 中原　拓海  6:14.29 馬場　広大  6:16.19 大迫　寛和  6:16.22 草ノ瀬　大将  6:25.53 永井　智大  6:29.31 徳留　将也  6:33.71 畠中　一平  6:34.28

子 2000m 鹿児島･東谷山中 鹿児島･阿久根中 鹿児島･帖佐中 鹿児島･伊集院北中 鹿児島･宮之城中 鹿児島･大口中 鹿児島･伊集院中 鹿児島･加治木中

中学2年 市田　孝  8:58.63 市田　宏  8:58.85 有村　優樹  8:59.55 吉村　大輝  9:23.69 草ノ瀬　一番  9:34.49 栫山　敬次  9:40.75 堂森　涼太  9:47.73 鮎川　航大  9:51.19

3000m 鹿児島･吉野中 NGR 鹿児島･吉野中 NGR 鹿児島･伊集院中 NGR 鹿児島･加治木中 鹿児島･宮之城中 鹿児島･頴娃中 鹿児島･皇徳寺中 鹿児島･加治木中

中学3年 南雲  駿  8:54.40 吉野　徹  9:07.12 高木  康介  9:26.97 久重  優樹  9:31.29 山元  伸一朗  9:37.11 別府  翔太  9:40.97 飛松　佑輔  9:49.07 柿本  翔悟  9:56.75

3000m 鹿児島･皇徳寺中 NGR 鹿児島･財部中 鹿児島･鹿屋東中 鹿児島･加治木中 鹿児島･加治木中 鹿児島･阿久根中 鹿児島･財部中 鹿児島･吉野中

高校1年 渡辺　力将 15:31.72 東福　祐太郎 15:43.29 古荘　雄麻 15:45.99 竹下　和弥 15:47.31 大迫　聖晃 15:51.32 新田　正洋 15:58.82 有馬　啓司 16:00.88 中間　純一 16:02.42

5000m 熊　本･熊本国府高 鹿児島･鶴翔高 熊　本･熊本国府高 熊　本･熊本国府高 鹿児島･鶴翔高 鹿児島･樟南高 鹿児島･鹿児島商高 鹿児島･鹿児島実業高

高校2･3年 松原　康浩 30:34.12 谷口　亮 30:36.69 藤山　健司 30:49.16 蓮池　龍顕 30:52.46 園田　隼 30:54.26 鎌田　悠勢 30:56.99 梅田　大輔 31:26.64 鈴東　千弘 31:32.57

10000m 鹿児島･鶴翔高 鹿児島･樟南高 熊　本･熊本国府高 熊　本･熊本国府高 熊　本･熊本国府高 鹿児島･鹿児島実業高 熊　本･熊本国府高 鹿児島･樟南高

ハーフマラソン 久保山  記年 1:05:16 原口  幸一 1:05:17 永田  亮 1:06:53 千知岩  紀博 1:08:17 寺田  光興 1:08:24 新中  秀典 1:08:26 諏訪原　弘道 1:08:31 南　孝太朗 1:08:36

21.0975Km 鹿児島･国分自衛隊 宮　崎･宮崎沖電気 鹿児島･南薩東京社 鹿児島･南薩東京社 鹿児島･国分自衛隊 鹿児島･国分自衛隊 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･鹿児島大

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

女 中学1年 加治木　智美  7:03.68 中間　愛梨  7:04.77 大中原　麻依  7:04.89 中村　尚香  7:04.91 藤井　志穂  7:05.60 久保田　真衣  7:06.70 岩元　優美子  7:20.20 髙良　真歩  7:20.90

2000m 鹿児島･百引中 鹿児島･百引中 鹿児島･百引中 鹿児島･星峯中 鹿児島･大崎中 鹿児島･百引中 鹿児島･万世中 鹿児島･星峯中

子

中学2･3年 田山　絵理 10:14.48 中間　菜実 10:15.47 今給黎　幸奈 10:16.47 備　聖南 10:18.41 田山　満理 10:23.29 重田　翔織 10:35.29 木原　成美 10:43.21 神田　有里沙 10:45.68

3000m 鹿児島･出水中 鹿児島･百引中 鹿児島･星峯中 鹿児島･龍南中 鹿児島･出水中 鹿児島･舞鶴中 鹿児島･百引中 鹿児島･高隈中

共通 川口  末希 17:16.57 松田  奈々 17:40.71 田畑  茜 17:47.06 牛垣  理恵 17:50.07 川鍋  瑠依 17:50.26 屋久  真穂 18:14.57 山元  愛加 18:18.45 加治佐  春香 18:23.69

5000m 鹿児島･鳳凰高 鹿児島･鹿屋高 鹿児島･鳳凰高 鹿児島･鳳凰高 鹿児島･鹿児島女 鹿児島･鹿児島女 鹿児島･鹿児島女 鹿児島･鳳凰高

ハーフマラソン 福永　真由美 1:33:48 坂本　典子 1:37:50

21.0975Km 福　岡･室見川RC 福　岡･福岡陸協

NGR: 大会新記録


