
第24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23回全国小学生陸上競技交流大会鹿児島県予選会 平成19年6月10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 樽野　佑斗(4) 15.17 川田　康輔(4) 15.44 真邊　凌斗(4) 15.80 井手口　夏輝(4) 15.82 東條　莉央(4) 15.95 吉田　大寿(4) 16.04 吉本　達也(4) 16.13 桐野　友樹(4) 16.33

子 風:-1.8 吹上Jrｸﾗﾌﾞ かのやFSC･Jr 鹿児島Jr陸上 高尾野陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 出水市陸上 鹿児島Jr陸上 栗野陸上

ト 5年100m 高橋　李生(5) 13.71 松下　凌(5) 14.57 安栖　遼太郎(5) 14.86 早水　貴彦(5) 14.88 出口　貴大(5) 14.97 松坂　康大(5) 15.01 松田　武士(5) 15.13 永田　大星(5) 15.36

ラ 風:-1.9 国分Jr陸上 下水流陸上 鹿児島Jr陸上 阿久根Jr陸上 阿久根Jr陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ かのやFSC･Jr かのやFSC･Jr

ッ 6年100m 土岐　大翔(6) 13.55 岡村　湧介(6) 13.77 徳田　隆之介(6) 13.90 大六野　祐平(6) 14.20 上村　一誠(6) 14.22 大内田　崇憲(6) 14.22 有田　英憲(6) 14.23 原田　裕(6) 14.57

ク 風:-0.9 住用ｸﾗﾌﾞ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 鹿児島Jr陸上 生福陸上 鹿児島Jr陸上 SCC 鹿児島Jr陸上 鹿児島Jr陸上

6年800m 坂本　大志(6)  2:20.36 岡田　一星(6)  2:27.49 浦崎　惇也(6)  2:28.37 川野　猛(6)  2:32.29 草ノ瀬　一星(6)  2:37.31 森　良太(6)  2:38.24 平田　穂高(6)  2:39.77 岩元　将洋(6)  2:40.54

阿久根Jr陸上 NPE 阿久根Jr陸上 大口ｽｲﾑﾗﾝ 大口ｽｲﾑﾗﾝ どっか行こ会 大口ｽｲﾑﾗﾝ 羽島陸上 国分Jr陸上

80mH 鶴薗　功樹(6) 13.85 原田　侑弥(6) 14.31 吉岡　立峰(6) 14.57 有水　勇登(6) 14.86 郡山　大樹(6) 16.17 上野　洸史郎(5) 16.87 川口　洸太(5) 16.98 出田　優斗(6) 17.12

風:-2.7 阿久根Jr陸上 国分Jr陸上 阿久根Jr陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 栗野陸上 阿久根Jr陸上 平島陸上ｸﾗﾌﾞ ｳｲﾝｸﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

共通 国分Jr陸上A 53.19 鹿児島Jr陸上A 54.00 阿久根Jr陸上A 55.85 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 56.07 下水流陸上 57.16 阿久根Jr陸上B 57.23 SCC A 57.48 吉野東陸上A 57.66

4×100mR    山中　光(6)    原田　裕(6)    西田　直史(6)    松坂　康大(5)    高城　健太(6)    岡田　一星(6)    大内田　崇憲(6)    中野町　徹(6)

   高橋　賢也(6)    徳田　隆之介(6)    大野　直人(6)    松井　智(6)    黒木　航(6)    坂上　克樹(6)    古川　弘明(6)    萩原　一貴(6)

   原田　侑弥(6)    有田　英憲(6)    早水　貴彦(5)    高山　祐輝(6)    石崎　諒(6)    別府　魁人(6)    一ノ宮　将彦(5)    瀬崎　竜生(6)

   高橋　李生(5)    上村　一誠(6)    鶴薗　功樹(6)    牟禮　凛夢(6)    松下　凌(5)    吉岡　立峰(6)    中山　雄太(6)    中森　亮祐(6)

男 共通走高跳 高山　祐輝(6) 1m25 大野　直人(6) 1m25 瀬戸口　竜星(5) 1m25 柿木　雅司(5) 1m20 濱田　隆史(6) 1m10 佐野　湧亮(6) 1m05

子 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 阿久根Jr陸上 隼人Jr陸上 隼人Jr陸上 串木野西陸上 伊集院陸上

フ 5年走幅跳 森枝　雄真(5)   4m28 中水流　陸(5)   4m23 小路　雄真(5)   4m17 戸越　正孝(5)   4m10 前田　紘毅(5)   3m92 坂元　寿輝弥(5)   3m70 藤崎　真伍(5)   3m68 後藤　知紀(5)   3m65

ィ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ +3.0 栗野陸上 +3.5 赤生木Jr +2.5 国分Jr陸上 +3.4 あいら陸上 +2.6 阿久根Jr陸上 +2.7 栗野陸上 +3.3 国分Jr陸上 +2.0

｜ 6年走幅跳 牟禮　凛夢(6)   4m71 石丸　勇気(6)   4m40 西田　直史(6)   4m30 篠原　僚亨(6)   3m85 黒木　順平(6)   3m81 岡元　悠馬(6)   3m80 原口　正嗣(6)   3m69 床波　拓巳(6)   3m68

ル ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ +2.3 国分Jr陸上 +1.5 阿久根Jr陸上 +2.5 鹿児島Jr陸上 +2.2 国分Jr陸上 +0.9 あいら陸上 +2.4 串木野西陸上 +1.6 栗野陸上 +1.6

ド 5年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 高田　大輔(5)  45m47 西尾　友太郎(5)  42m35 大田　翔太郎(5)  39m10 菖蒲谷　吉亮(5)  34m86 中森　健人(5)  30m28 倉前　侑生(5)  26m78 田中　一気(5)  19m76

隼人Jr陸上 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞ 阿久根Jr陸上 伊集院陸上 鹿児島Jr陸上 あいら陸上 鹿児島Jr陸上

6年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 大山　剛司(6)  63m76 徳重　太器(6)  57m19 竹下　翔太(6)  45m78 下島　佳(6)  39m87 日高　翔平(6)  35m05

高山Jr陸上 SCC 栗野陸上 伊集院陸上 平島陸上ｸﾗﾌﾞ

女 4年100m 牧　梨湖(4) 16.04 前田　彩佳(4) 16.44 高城　奈緒(4) 16.50 野田　恵利奈(4) 16.76 松田　清楓(4) 16.77 尻無　まなみ(4) 16.84 竹之下　晴子(4) 17.00 樋渡　めぐみ(4) 17.34

子 風:-1.9 住用ｸﾗﾌﾞ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 下水流陸上 かのやFSC･Jr かのやFSC･Jr 阿久根Jr陸上 鹿児島Jr陸上 頴娃Jr陸上

ト 5年100m 久松　未季(5) 14.13 出来　亜伽音(5) 14.68 橋元　香奈(5) 14.70 倉岡　さくら(5) 15.13 田口　佳那子(5) 15.14 野守　彩加(5) 15.30 谷村　香奈子(5) 15.38 樋渡　愛(5) 15.81

ラ 風:-2.4 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ NGR 加世田陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ かのやFSC･Jr 隼人Jr陸上 春山陸上 出水市陸上 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01

ッ 6年100m 大瀬　百恵(6) 13.83 大漉　真衣(6) 14.07 田尻　風花(6) 14.07 宮脇　朋美(6) 14.19 本村　優華(6) 14.54 安田　早紀(6) 14.75 岡田　友香(6) 14.77 有馬　加奈子(6) 15.21

ク 風:-2.0 鹿児島Jr陸上 阿久根Jr陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 国分Jr陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 菱刈陸上 あいら陸上

6年800m 佐藤　利圭(6)  2:31.58 上野　真由(6)  2:37.16 森　明奈(6)  2:42.41 松田　あかね(6)  2:48.04 下釜　瞳(6)  2:49.71 山元　皇子(6)  2:52.65 櫛山　夕季(6)  2:53.80 樫谷　菜々美(6)  2:58.60

栗野陸上 串木野西陸上 大口ｽｲﾑﾗﾝ 隼人Jr陸上 小湊ｸﾗﾌﾞ 下水流陸上 隼人Jr陸上 長島陸上

80mH 瓜生島　未帆(6) 14.08 戸越　さつき(6) 14.54 倉津　円歌(6) 15.39 平　瑞季(5) 17.66 木場　光(6) 17.76 内之浦　美月(5) 18.38

風:-0.7 菱刈陸上 国分Jr陸上 阿久根Jr陸上 出水市陸上 阿久根Jr陸上 出水市陸上

共通 阿久根Jr陸上A 55.30 鹿児島Jr陸上A 56.85 国分Jr陸上A 57.29 菱刈陸上 58.15 あいら陸上A 58.24 吉野東陸上A 59.96 隼人Jr陸上A 63.00

4×100mR    大田　千晶(6)    樫根　佑春(6)    森川　美咲(6)    渕上　歩(6)    内村　奏子(6)    中村　友紀(6)    櫛山　夕季(6)

   大漉　真衣(6)    瀬戸山　里南(6)    児玉　早(6)    瓜生島　未帆(6)    石原　華蓮(6)    瀬島　美樹(6)    田口　佳那子(5)

   尻無　あかり(6)    吉元　佑美香(6)    戸越　さつき(6)    宮原　茉子(5)    福元　夕葵(6)    今村　宥花(6)    松田　あかね(6)

   上野　恵里花(6)    大瀬　百恵(6)    本村　優華(6)    岡田　友香(6)    有馬　加奈子(6)    松下　真子(6)    牧山　友紀子(6)

女 共通走高跳 餅越　亜由美(6) 1m25 西山　梨夏(6) 1m20 原　奈緒子(6) 1m15 樋渡　奏(6) 頴娃Jr陸上 1m15 川畑　美晴(6) 1m10 小﨑　円佳(6) 長島陸上 1m10

子 阿久根Jr陸上 串木野西陸上 阿久根Jr陸上 同順:野田　汐里(6) 串木野西陸上 SCC 同順:山神　玲華(5) 串木野西陸上

フ 5年走幅跳 川畑　麗央菜(5)   3m62 吉満　愛莉(5)   3m54 萩元　可南子(5)   3m48 髙田　紗也香(5)   3m46 谷口　葵(5)   3m46 由本　真子(5)   3m42 山口　華奈(5)   3m36 内山　佳子(5)   3m34

ィ 阿久根Jr陸上 +1.0 国分Jr陸上 +1.0 串木野西陸上 +0.9 隼人Jr陸上 +0.0 串木野西陸上 +1.0 SCC +1.2 栗野陸上 +0.6 SCC +1.0

｜ 6年走幅跳 馬場　洋乃(6)   4m20 大村　美香(6)   4m11 大田　千晶(6)   4m09 山田　あかり(6)   4m01 中村　文香(6)   3m87 廣濱　飛鳥(6)   3m83 樫根　佑春(6)   3m75 丸山　結衣(6)   3m68

ル 栗野陸上 +1.7 あいら陸上 +0.5 阿久根Jr陸上 +1.2 国分Jr陸上 +0.6 国分Jr陸上 +0.8 SCC +1.0 鹿児島Jr陸上 +0.8 国分Jr陸上 +1.0

ド 5年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 濵田　佳実(5)  45m73 平石　佑里奈(5)  25m88 楮山　菜月(5)  25m50 田中　月菜(5)  24m83 十田　ひかり(5)  19m45

頴娃Jr陸上 NGR 串木野西陸上 生福陸上 SCC 生福陸上

6年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 宮瀬　葵(6)  53m59 牧山　友紀子(6)  47m35 小平　美紗(6)  35m70 石田　佳奈(6)  34m93 大迫　智穂(6)  33m54 黒葛原　美夢(6)  32m10 橋口　恵理(6)  24m43 松永　茉莉亜(6)  22m25

高山Jr陸上 隼人Jr陸上 伊集院陸上 頴娃Jr陸上 頴娃Jr陸上 あいら陸上 串木野西陸上 米ノ津東陸上ｸﾗﾌﾞ

NPE：県小学生新記録　　NGR：大会新記録


