
第3回　鹿児島県陸上競技記録会 入 賞 者 一 覧 表
平成20年4月27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 100m 馬場　友樹 11.13 橋口　光大 11.26 松葉口　浩太(4) 11.29 濱田　直史 11.33 児玉　安昭 11.36 内田　大介 11.39 谷崎　正基(2) 11.42 西方　竜太郎(2) 11.46

子 般 鹿児島･鹿児島国際大 鹿児島･入来商高職員 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･KAC 鹿児島･KAC 鹿児島･KAC 鹿児島･志學館大 鹿児島･鹿児島大

800m 清水　夏樹(3)  1:55.05 原田　英世(3)  1:55.17 東　貴史  1:59.00 有村　祐樹(3)  2:03.20 田中　惇朗(2)  2:04.04 林　達輝(3)  2:05.69 平野　広剛(5)  2:08.20 原田　大樹(1)  2:12.21

群　馬･鹿屋体育大 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･鹿児島国際大 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･鹿児島高専 鹿児島･鹿児島大

400mH 倉津　怜也(2) 54.86 猿渡　崇之(1) 59.82 高浪　悠介(2) 61.86 長屋　敬介(3) 63.54

鹿児島･鹿児島大 鹿児島･志學館大 大　分･鹿屋体育大 鹿児島･鹿児島大

4×100mR 志學館大学Ａ 42.73 ＫＡＣ 42.80 鹿児島大学Ａ 42.88 鹿児島大学Ｂ 43.97

   谷崎　正基(2)    山本　隆嗣    松葉口　浩太(4)    濵脇　純司(2)

   平　豊(3)    内田　大介    西方　竜太郎(2)    大津　卓也(2)

   塩田　雄二(4)    濱田　直史    鳥海　祥郎(2)    大橋　祐太(2)

   吉田　翔太(3)    児玉　安昭    川路　龍世    有馬　圭輔(M1)

棒高跳 ※入賞者なし

走幅跳 松葉口　浩太(4)   6m80 橋口　光大   6m80 安田　久憲   6m60 福山　廣大(2)   6m43

鹿児島･鹿児島大 +0.0 鹿児島･入来商高職員 -0.9 鹿児島･ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ +0.5 鹿児島･鹿児島大 +0.6

砲丸投 市来　優馬  11m88 萱原　達磨(4)  11m71

(7.260kg) 鹿児島･徳洲会 熊　本･志學館大

やり投 堀之内　精輝  62m72 滝本　祐介(4)  56m81 大賀　健太(1)  55m43

鹿児島･イケダパン 鹿児島･志學館大 鹿児島･志學館大

少 100m 尾上　清文(2) 11.07 村吉　星児(2) 11.10 恒吉　和輝(3) 11.25 下野　伸一郎(3) 鹿児島商高 11.31 内田　悠孔(3) 入来商・清修館高 11.37

出水中央高 入来商・清修館高 松陽高 和泉　智彦(3) 甲南高 齊藤　健吾(3) 松陽高

年 末吉　史宏(2) 鹿児島商高

Ａ 400mH 堂脇　開(3) 56.37 後堂　真吾(3) 56.62 乗越　裕二郎(2) 56.78 仮屋園　拓己(3) 56.97 脇田　智紀(3) 57.05 北原　貴大(3) 57.32 黒木　一誠(2) 59.59 内田　悠孔(3) 60.55

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

走幅跳 下野　伸一郎(3)   7m00 井下　佑也(3)   6m69 江口　央人(3)   6m50 今村　光貴(3)   6m49 若松　雄太(3)   6m39 麓　大輔(2)   6m26 栗田　徹士(2)   6m22 谷村　明彦(3)   6m14

鹿児島商高 -0.6 松陽高 -0.8 鹿屋工高 -0.5 鹿児島高 -0.3 鹿児島商高 +0.5 鹿児島南高 -0.1 樟南高 +0.2 入来商・清修館高 +0.2

砲丸投 森永　皓太(2)  12m37 田中　大地(2)  11m66 桑山　忍(2)  10m96 宅間　直樹(3)  10m61 浜島　昴弘(3)  10m56 鮎川　翔一(3)   9m66 市野　拓郎(3)   9m40 半澤　裕作(3)   8m52

(6.000kg) 鹿児島城西高 鹿児島商高 鹿屋高 鶴翔高 隼人工高 鹿児島第一高 鹿児島高専 財部高

やり投 井手　翔太(3)  56m46 古園　健志(3)  51m73 山脇　孝太(3)  48m60 永吉　隆明(3)  48m24 丸野　琢馬(3)  48m24 岩下　知愛(2)  40m06 牧之田　充(3)  39m32 神田　竜矢(2)  38m58

（800ｇ） 出水商高 鹿児島南高 頴娃高 松陽高 加世田高 頴娃高 松陽高 有明高

少 100m 中山　泰志(1) 11.31 東　克俊(3) 11.40 桐原　悠也(3) 11.63 村田　丈尚(1) 11.64 山田　真也(1) 11.79 和田　啓介(3) 11.81 豊　竜誠(3) 11.87 西山　圭一(1) 11.89

年 甲南高 野田中 野田中 鹿児島南高 鹿児島高 鹿児島Jr 加治木中 入来商・清修館高

Ｂ 走幅跳 山田　真也(1)   6m72 谷山　宗敬(1)   6m46 山田　隼司(3)   6m04 浜崎　慎也(3)   6m02 臺　一喜(1)   6m02 神之村　賢人(3)   5m90 吉元　翔太朗(3)   5m84 岩崎　純也(3)   5m63

鹿児島高 +0.4 鹿児島南高 +0.6 鹿屋東中 +0.8 頴娃中 -0.3 入来商・清修館高 +0.7 牧園中 +0.7 第一鹿屋中 -0.4 米ノ津中 +0.0

砲丸投 深利　恭平(1)  11m96 川上　祥生(1)  10m34 竪道　一太朗(3)   9m96 鮫島　剣人(3)   9m57 原之園　祐将(3)   8m70 佃　祐也(3)   8m50 鰺坂　昭人(3)   8m41

(5.000kg) 鹿児島商高 鹿児島商高 高尾野中 大隅中 生冠中 南中 川内中央中

やり投 溝口　大(1)  34m78 山之内　翔太(1)  30m50 徳重　啓秀(1)  25m59

(600g) 鹿児島商高 鹿児島城西高 鹿児島商高

少 800m 大河平　祐樹(3)  1:56.82 田崎　力也(3)  1:57.61 前田　博愛(3)  1:58.55 有馬　啓司(3)  1:58.61 齊藤　勇紀(3)  1:58.67 田口　哲(3)  1:58.91 持田　直哉(3)  1:59.69 市田　孝(1)  1:59.82

年 鹿児島南高 鹿児島高専 樟南高 鹿児島商高 松陽高 伊集院高 加治木工高 鹿児島実業高

共 棒高跳 北川　翔一(1) 4m00 木崎　孝明(3) 3m80 福永　紘基(2) 3m70 蜷川　祥太(3) 3m10 水迫　翔太(3) 2m80 井上　大和(3) 2m60 森　正一郎(3) 2m60 西　拓真(3) 2m50

通 鹿児島南高 鹿児島高 鹿屋工高 鹿屋工高 第一鹿屋中 頴娃中 川辺中 頴娃中

高 4×100mR 松陽高A 42.97 入来商・清修館高A 43.18 出水中央高A 43.72 松陽高B 44.03 鹿児島高 44.13 甲南高 44.15 鹿児島城西高 44.40 屋久島高 44.61

校    有村　拓哉(3)    村上　綾祐(3)    脇　耕平(2)    大山　貴弥(2)    今村　光貴(3)    向井　鴻士郎(2)    田畑　圭一(2)    寺田　和樹(2)

   齊藤　健吾(3)    村吉　星児(2)    尾上　清文(2)    原口　翼(3)    宮内　文哉(2)    和泉　智彦(3)    後迫　桂祐(3)    原田　剛(3)

   井下　佑也(3)    内田　悠孔(3)    堂脇　開(3)    内村　俊介(3)    山田　真也(1)    西　一成(1)    福元　涼太(2)    川崎　耕海(2)

   恒吉　和輝(3)    中村　大樹(3)    倉津　盛一(2)    川崎　健大(3)    乗越　裕二郎(2)    中山　泰志(1)    丸田　大貴(3)    佐々　航平(2)



第3回　鹿児島県陸上競技記録会 入 賞 者 一 覧 表
平成20年4月27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 一 100m 永野　麻理(4) 12.29 大久保　みどり(2) 12.70 中濱　愛美(3) 12.87 小畑　徳香(4) 13.18 吉田　加代(4) 13.33 上村　真弓 13.35 山下　景子(2) 13.63 新留　ゆかり 14.57

子 般 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･鹿児島大 鹿児島･ＳＣＣ 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･ＳＣＣ

800m 中迫　美由紀(4)  2:22.50

鹿児島･鹿児島大

400mH 小畑　徳香(4) 65.66 西薗　奈緒子(3) 66.78

鹿児島･鹿児島大 鹿児島･鹿児島大

4×100mR 鹿児島大 49.11

   吉田　加代(4)

   永野　麻理(4)

   西薗　奈緒子(3)

   小畑　徳香(4)

走幅跳 吉田　加代(4)   5m31 久保田　香織(M1)   4m97

鹿児島･鹿児島大 +0.8 鹿児島･鹿児島大 -0.2

砲丸投 中西　彩乃(2)  11m70 永山　さくら(2)   9m16

鹿児島･志學館大 鹿児島･志學館大

少 100m 立山　紀恵(3) 12.07 岩坪　由紀(3) 12.30 鳥原　早貴(2) 12.43 林　華奈子(3) 12.59 一松　美彩(3) 12.68 高橋　和(2) 12.78 小原　満里(3) 12.80 太　優樹(2) 12.83

年 神村学園高 鹿児島女高 鹿児島女高 松陽高 神村学園高 屋久島高 鶴丸高 鹿児島女高

Ａ 砲丸投 下高原　ひかり(3)  11m17 池田　美乃里(2)  10m68 新留　理子(3)  10m43 羽山　友紀(2)  10m09 後田　あやめ(3)   9m56 福永　梨紗(3)   9m22 泊ヶ山　飛鳥(3)   8m93 鎌田　真里菜(2)   8m39

鹿児島女高 鹿児島女高 鹿児島女高 鹿児島女高 鹿児島玉龍高 甲南高 財部高 鹿児島城西高

少 100m 寺地　由真(3) 12.50 倉津　貴子(3) 12.80 﨑向　真夕(1) 12.85 工藤　晃子(3) 12.98 下田　麻衣(3) 13.09 坂上　理沙(1) 13.18 川畑　桃子(3) 13.19 野上　美輝(3) 13.21

年 大口明光学園中 阿久根中 鹿児島女高 和田中 高尾野中 松陽高 鹿児島Jr 和田中

Ｂ 砲丸投 廣盛　澄香(3)   9m64 金丸　奈美(1)   9m40 大山　翠(3)   8m43 東木　玲奈(3)   7m77 上村　桃華(3)   7m71 津川　華胡(1)   7m59 永里　綾花(3)   7m52 中原　愛(3)   7m34

大口明光学園中 鹿児島女高 大口明光学園中 帖佐中 武岡中 鹿児島城西高 知覧中 帖佐中

少 800m 備　聖南(2)  2:17.80 田山　絵理(1)  2:18.50 田山　満理(1)  2:19.15 神園　莉緒(2)  2:19.38 斉野　このみ(2)  2:20.85 嵜川　華恵(2)  2:21.10 今給黎　幸奈(2)  2:22.10 山口　夏稀(2)  2:22.36

年 鹿児島女高 神村学園高 神村学園高 鹿児島女高 鹿児島女高 出水中央高 鹿児島女高 鳳凰高

共 400mH 大村　明日香(2) 68.33 加治屋　夏希(3) 69.45 尻無濱　千佳(2) 69.83 間世田　友里(3) 69.97 西迫　美希(3) 72.21 川俣　愛(2) 77.02

通 松陽高 川内高 川内高 鹿児島玉龍高 鹿児島高 出水高

走幅跳 上川　紗友里(3)   5m38 図子　あまね(2)   5m31 福岡　来実(3)   5m25 井戸田　李湖(3)   5m11 佐藤　唯(3)   5m06 新保　美里(3)   5m02 大村　明日香(2)   5m00 森山　渚(3)   4m91

谷山中 +0.5 鹿屋高 +1.1 出水中央高 +1.8 鴨池中 +0.7 鹿児島女高 +1.2 鴨池中 +1.9 松陽高 +0.3 屋久島高 +1.1

やり投 新留　理子(3)  37m62 宮司　理加(3)  36m96 池田　美乃里(2)  32m38 石澤　照美(2)  30m63 内木場　優里亜(3)  30m40 鳥越　史(3)  29m25 泊ヶ山　飛鳥(3)  28m72 沖　彩菜(2)  22m14

鹿児島女高 屋久島高 鹿児島女高 鶴翔高 鹿児島高 松陽高 財部高 錦江湾高

高 4×100mR 鹿児島女高A 48.19 神村学園高 48.43 松陽高A 50.28 鹿児島女高B 51.13 川内高 51.69 松陽高B 51.77 出水中央高 53.54 鹿児島中央高 53.79

校    太　優樹(2)    上迫田　里咲(2)    三浦　七鐘(3)    南谷　理絵(3)    平木　千絢(2)    坂上　理沙(1)    帆北　千夏(1)    橋口　彩子(2)

   岩坪　由紀(3)    一松　美彩(3)    林　華奈子(3)    川原　亜紀保(1)    古垣　佳香(3)    渡邉　沙莉衣(1)    福岡　来実(3)    中﨑　南歩(2)

   鳥原　早貴(2)    鶴田　聖奈(3)    石塚　聖羅(2)    中嶌　麻子(3)    尻無濱　千佳(2)    松村　花菜(1)    永岡　華夏(2)    片平　美紀(3)

   竹山　由希子(2)    立山　紀恵(3)    大村　明日香(2)    篠崎　留美(2)    加治屋　夏希(3)    内徳　梨里(2)    林田　真理子(3)    久保　友乃(3)


