
第2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20年4月20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 400m 原田　英世 49.95 中島　佑太朗 50.35 平　豊 50.64 倉津　怜也 51.10 谷崎　正基 51.29 西方　竜太郎 51.57 鳥海　祥郎 51.60 岩下　拓也 52.30

子 般 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･鹿児島高専 鹿児島･志學館大 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･志學館大 鹿児島･鹿児島大 高　知･鹿児島大 鹿児島･志學館大

1500m KIBET・KIPNGENO  3:53.97 松木　祐二  3:54.48 宇都　邦和  3:59.04 KIRAGU・NJUGUNA  3:59.63 福迫　誠  3:59.70 丸野　大樹  4:00.61 厚地　翔太  4:01.72 東　貴史  4:02.01

鹿児島･第一工業大 鹿児島･第一工業大 鹿児島･第一工業大 鹿児島･第一工業大 鹿児島･頴娃クラブ 鹿児島･第一工業大 鹿児島･第一工業大 鹿児島･鹿児島国際大

110mH 西方　竜太郎 15.60 倉津　怜也 15.83 岡島　慶貴 17.45

鹿児島･鹿児島大 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･Ｄ．Ａ．Ｔ

3000mSC 加治屋　毅  9:17.21 石井　翼  9:17.64 神田　裕章  9:27.02 萬谷　彰文  9:30.30 田畑　庸祐  9:31.80 前田　高志  9:33.35 首藤　大地  9:34.24 高城　勇太  9:39.05

鹿児島･第一工業大 鹿児島･鹿屋体育大 福　岡･鹿屋体育大 鹿児島･第一工業大 鹿児島･鹿児島国際大 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･第一工業大 鹿児島･鹿児島大

走高跳 原田　達也 1m85

鹿児島･鹿児島大

三段跳 永野　亮太  12m83 立石　大介  12m65

鹿児島･鹿児島大 -1.7 鹿児島･G-KNOCKｻｰﾋﾞｽ -0.5

円盤投 市来　優馬  45m53 吉津　剛  40m11 日下田　良  39m58 滝本　祐介  30m83 樫脇　伸太郎  25m13

鹿児島･徳洲会 鹿児島･ﾊﾟﾃｯｸｻﾌﾟﾗｲ 鹿児島･鹿児島リコー 鹿児島･志學館大 鹿児島･鹿児島高専

ハンマー投 吉津　剛  59m80 市来　優馬  39m41

(7.260kg) 鹿児島･ﾊﾟﾃｯｸｻﾌﾟﾗｲ 鹿児島･徳洲会

少 400m 齊藤　健吾(3) 49.83 北原　貴大(3) 49.84 平　大輝(3) 50.31 下野　伸一郎(3) 50.50 内村　俊介(3) 50.63 堂脇　開(3) 50.74 尾上　清文(2) 50.94 内田　悠孔(3) 51.40

年 松陽高 鹿児島商高 鹿児島商高 鹿児島商高 松陽高 出水中央高 出水中央高 入来商・清修館高

Ａ 110mH 宮内　文哉(2) 15.53 後堂　真吾(3) 15.59 揚松　亮(3) 16.12 大津　正裕(3) 16.84 堂脇　開(3) 17.17 黒木　一誠(2) 17.33 脇田　智紀(3) 17.56 上村　匠(2) 17.68

鹿児島高 鹿児島商高 鶴翔高 鹿児島商高 出水中央高 松陽高 松陽高 出水高

三段跳 若松　雄太(3)  14m12 今村　光貴(3)  13m81 谷村　明彦(3)  13m57 後堂　真吾(3)  13m42 江口　央人(3)  12m75 竹之内　彰(2)  12m64 岩元　佑太(3)  12m34 岩尾　俊洪(2)  12m34

鹿児島･鹿児島商高 +0.9 鹿児島･鹿児島高 +1.0 鹿児島･入来商・清修館高+0.5 鹿児島･鹿児島商高 +0.5 鹿児島･鹿屋工高 +0.3 鹿児島･鹿児島南高 +1.6 鹿児島･鹿屋工高 +0.8 鹿児島･松陽高 +1.5

円盤投 田中　大地(2)  34m46 森永　皓太(2)  33m70 横手　誠(3)  31m42 寺師　幸成(2)  30m91 桑山　忍(2)  29m08 山下　大輔(2)  27m72 古園　健志(3)  27m00 半澤　裕作(3)  26m08

(2.000kg) 鹿児島商高 鹿児島城西高 鹿児島工高 鹿屋工高 鹿屋高 松陽高 鹿児島南高 財部高

ハンマー投 向井　壽(3)  42m77 半澤　裕作(3)  38m73 宅間　直樹(3)  35m78 竹之内　祐哉(2)  35m70 田中　大地(2)  29m90 山下　大輔(2)  28m49

(6.000kg) 中種子高 財部高 鶴翔高 岩川高 鹿児島商高 松陽高

400m 村田　丈尚(1) 51.67 西山　圭一(1) 52.38 東　克俊(3) 53.17 稲森　裕紀(3) 53.20 泊　朋哉(1) 53.77 船場　大地(3) 53.80 山田　真也(1) 54.13 豊　竜誠(3) 54.29

少 鹿児島南高 入来商・清修館高 野田中 吉野中 鹿児島城西高 米ノ津中 鹿児島高 加治木中

年 110mJH 山田　真也(1) 15.42 浜崎　慎也(3) 16.00 関山　真弥(3) 16.13 岩崎　稜(1) 16.66 冨岡　祐太(1) 19.03 吉元　翔太朗(3) 19.27 中島　香寿美(3) 19.32 池端　将平(3) 19.85

B 鹿児島高 頴娃中 鹿児島Jr 鹿児島城西高 鹿児島南高 第一鹿屋中 重富中 明和中

円盤投 深利　恭平(1)  33m05 岩崎　稜(1)  31m46 鮫島　剣人(3)  27m47 北川　翔一(1)  26m58 徳留　悠斗(3)  26m50 西　拓真(3)  25m06 原之園　祐将(3)  22m66 上野　太貴(3)  21m50

鹿児島商高 鹿児島城西高 大隅中 鹿児島南高 大隅中 頴娃中 生冠中 頴娃中

少 1500m 有馬　啓司(3)  3:57.93 谷永　雄一(3)  3:58.12 前田　博愛(3)  4:02.64 市田　宏(1)  4:05.40 市田　孝(1)  4:05.54 有村　優樹(1)  4:07.59 吉野　徹(2)  4:08.34 福元　雄大(3)  4:08.34

年 鹿児島商高 出水中央高 樟南高 鹿児島実業高 鹿児島実業高 鹿児島実業高 鹿児島実業高 鹿児島実業高

共 3000mSC 福元　雄大(3)  9:43.77 大迫　聖晃(3)  9:47.78 三島　晃真(3)  9:50.53 飛松　佑輔(2)  9:51.45 前迫　勇太(2)  9:58.68 石川　徹平(2) 10:09.26 東　圭祐(3) 10:10.09 帖佐　勇太朗(3) 10:11.46

通 鹿児島実業高 鶴翔高 尚志館高 鹿児島城西高 鹿児島城西高 鹿児島実業高 尚志館高 川内高

走高跳 中野　大(3) 2m00 砂坂　輝(3) 2m00 原口　成志(2) 1m85 木下　隼輔(3) 1m80 國生　謙(3) 鹿児島商高 1m65 垣内　英志(3) 重富中 1m65

武岡台高 中種子高 志布志高 鹿屋高 大薗　晃平(3) 東谷山中 田中　凛(3) 甲南高
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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 400m 永野　麻理 57.67 小畑　徳香 59.95 西薗　奈緒子 60.26 中濱　愛美 61.57 小倉　瞳 69.72 下内侍　智美  5:44.92 澤柳　ひかる  5:46.59 小村　仁美(3)  4:59.80

子 般 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･志學館大 鹿児島･志學館大 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･鹿児島国際大 鹿児島･鹿児島女高

1500m 木戸　美里  4:42.78 今屋　美佐  4:43.18 松浦　七実  4:43.25 西薗　祐貴子  4:51.95 中迫　美由紀  5:02.20 下内侍　智美  5:44.92 澤柳　ひかる  5:46.59

鹿児島･鹿屋体育大 鹿児島･鹿屋体育大 鹿児島･鹿屋体育大 鹿児島･鹿屋体育大 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･鹿児島国際大

100mH ※出場者なし

走高跳 吉田　加代 1m50

鹿児島･鹿児島大

三段跳 吉田　加代  11m72

鹿児島･鹿児島大 -1.2

円盤投 中西　彩乃  35m45 田口　千明  34m62 永山　さくら  29m50

(1.000kg) 鹿児島･志學館大 鹿児島･財部高校教員 鹿児島･志學館大

ハンマー投 ※出場者なし

(4.000kg)

400m 岩坪　由紀(3) 57.98 鳥原　早貴(2) 58.27 竹山　由希子(2) 58.72 宮之前　彩佳(3) 60.08 林　華奈子(3) 60.58 西村　美穂(3) 61.25 船場　瑞月(2) 61.50 永田　和沙(3) 61.55

鹿児島女高 鹿児島女高 鹿児島女高 加治木工高 松陽高 神村学園高 出水高 出水高

少 100mH 大村　明日香(2) 15.92 尻無濱　千佳(2) 16.18 古垣　佳香(2) 17.39 内村　香澄(3) 17.70 森山　渚(3) 18.20 近江園　岬(2) 18.96 上野　未津紀(2) 19.23 小田原　夏希(3) 20.82

年 松陽高 川内高 川内高 松陽高 屋久島高 野田女高 鹿児島南高 鶴翔高

A ハンマー投 池田　美乃里(2)  30m75 羽山　友紀(2)  29m10

鹿児島女高 鹿児島女高

少 400m 倉津　貴子(3) 62.22 川畑　桃子(3) 63.48 川原田　瑠奈(3) 63.76 上川　紗友里(3) 64.11 東　萌(3) 64.50 谷山　叡子(3) 64.78 喜田　梨花子(3) 65.18 山下　真里佳(3) 65.32

年 阿久根中 鹿児島Jr 第一鹿屋中 谷山中 生冠中 鹿児島Jr 帖佐中 SCC

Ｂ 100mYH 田渕　彩香(3) 17.23 今藤　ひかり(3) 17.54 久保田　真衣(3) 17.78 横山　裕子(3) 17.83 柏木　真黎(3) 18.05 宮本　紗英(3) 18.42 堂薗　智歩美(3) 18.70 有馬　仁美(3) 18.97

阿久根中 帖佐中 百引中 星峯中 川内北中 吉野中 帖佐中 星峯中

1500ｍ 田辺　千尋(2)  4:35.63 牛垣　理恵(3)  4:37.01 馬見塚　悠(3)  4:37.96 田山　絵理(1)  4:37.98 田山　満理(1)  4:38.45 山口　夏稀(2)  4:39.37 濵田　翼(3)  4:40.25 備　聖南(2)  4:42.38

少 神村学園高 鳳凰高 神村学園高 神村学園高 神村学園高 鳳凰高 神村学園高 鹿児島女高

年 走高跳 松山　千華(3) 1m50 立山　琴美(1) 1m50 山之内　裕美(3) 1m45 松原　清香(3) 1m35 下満　愛(3) 帖佐中 1m35 石塚　浩恵(2) 1m30 永野　愛梨奈(3) 1m30

共 重富中 鹿児島女高 吹上中 出水中 検校　美加(1) 加治木工高 野田女高 帖佐中

通 三段跳 ※出場者なし

円盤投 下高原　ひかり(3)  36m23 宮司　理加(3)  33m54 金丸　奈美(1)  32m68 池田　美乃里(2)  29m51 新留　理子(3)  29m42 泊ヶ山　飛鳥(3)  29m25 日高　知恵(3)  28m40 後田　あやめ(3)  27m36

(1.000kg) 鹿児島女高 屋久島高 鹿児島女高 鹿児島女高 鹿児島女高 財部高 中種子高 鹿児島玉龍高


