
第58回　九州地区大学体育大会　陸上競技 入賞者一覧表
平成20年7月5日(土)～7月6日(日)　：　鹿児島県立鴨池陸上競技場

日付 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

男 6日 １００ｍ 木村　謙志(4) 10.89 道路　大成(1) 10.99 上野　博文(2) 11.07 馬場　友樹(4) 11.11 松浦 護(3) 11.15 池田　裕司(4) 11.18 大崎　祐摩(4) 11.23 有田　圭介(2) 11.29

子 風:+0.4 熊　本･久大 広　島･西工大 大　分･大分大 鹿児島･鹿国大 福　岡･福大 佐　賀･佐大 福　岡･九大 鹿児島･鹿体大

ト 5日 ２００ｍ 瀬井　健(4) 21.83 谷崎　正基(2) 22.06 杉本　倍建(1) 22.32 馬場　友樹(4) 22.39 大崎　祐摩(4) 22.44 有田　圭介(2) 22.52 道路　大成(1) 22.54 濱元　庄吾(1) 23.79

ラ 風:-0.1 大　分･久大 鹿児島･志學館大 長　崎･福大 鹿児島･鹿国大 福　岡･九大 鹿児島･鹿体大 広　島･西工大 鹿児島･鹿国大

ッ 6日 ４００ｍ 和田　尚士(3) 49.63 鈴木　諒(4) 49.90 平　豊(3) 50.15 中村 圭太(2) 50.17 八木原 大道(1) 50.39 加藤　裕太(1) 50.44 武田　裕明(4) 50.54 貴島　宏太(2) 52.09

ク 熊　本･熊大 宮　崎･志學館大 鹿児島･志學館大 大　分･福大 群　馬･福大 長　崎･長大 福　岡･九大 鹿児島･北九大

6日 ８００ｍ 田中　広樹(1)  1:56.20 河端　逸人(1)  1:56.51 田村　諭弥(3)  1:56.95 長深田　一貴(3)  1:58.14 岳下 哲也(2)  1:58.48 牛水　将憲(2)  2:00.04 山口 竜吾(3)  2:08.38 窄山　幸佑(2)  2:10.09

大　分･西工大 熊　本･熊大 大　分･日文理大 長　崎･長県大 長　崎･福大 宮　崎･宮大 熊　本･西南大 長　崎･九産大

5日 １５００ｍ 有働　敬太(3) 4:01.93 山元　綾(1) 4:02.38 東　貴史(2) 4:03.78 山下　和也(2) 4:08.55 成重　諒(2) 4:08.75 堀田　憲(4) 4:09.97 宮脇　悠伍(1) 4:10.40 生橋　直樹(2) 4:10.68

福　岡･福大 鹿児島･第一工大 鹿児島･鹿国大 鹿児島･志學館大 大　分･大分大 大　分･大分大 東　京･鹿体大 大　分･日文理大

6日 ５０００ｍ 内田　恒三(3) 15:15.54 高崎　周弥(2) 15:22.20 執行　善文(2) 15:24.49 浦上　豊志(2) 15:29.93 假屋　友弘(2) 15:34.16 新原　大樹(3) 15:34.17 安田　晴喜(4) 15:38.59 中尾　喜大(2) 15:40.70

大　分･日文理大 福　岡･九工大 長　崎･長県大 熊　本･熊大 鹿児島･鹿国大 鹿児島･長国大 長　崎･長国大 山　口･久大

5日 １００００ｍ 篠原　正大(4) 31:53.72 白石　勝美(1) 32:10.57 石橋　祐樹(3) 33:20.65 西園　雄麻(4) 33:33.63 七里　雄大(3) 33:47.79 後藤　将友(2) 33:55.00 田村　崇人(1) 33:55.72 今給黎　一材(3) 34:24.12

鹿児島･第一工大 長　崎･長国大 熊　本･熊学大 鹿児島･久大 長　崎･鹿大 大　分･日文理大 福　岡･九共大 鹿児島･鹿国大

6日 １１０ｍＨ 西方　竜太郎(2) 14.95 濱脇　栄俊(1) 15.13 御堂 峰弘(2) 15.17 新美　尚行(3) 15.63 本田　雄(4) 15.97 山口　了平(3) 16.08 西村　俊介(1) 16.11 出下　源太(1) 16.20

風:-0.6 鹿児島･鹿大 大　分･西工大 福　岡･福大 大　分･大分大 福　岡･九国大 佐　賀･九共大 山　口･九産大 福　岡･九工大

5日 ４００ｍＨ 井上　裕太(2) 54.42 倉津　怜也(2) 55.23 新美　尚行(3) 55.34 岡本　健史郎(2) 55.74 猿渡　嵩之(1) 55.92 福田　貴教(1) 56.10 福本　寛之(2) 58.51 鈴木　勝也(2) 58.54

島　根･福大 鹿児島･鹿大 大　分･大分大 山　口･近大 鹿児島･志學館大 福　岡･西南大 熊　本･熊大 長　崎･長大

5日 ３０００ｍＳＣ 小山　隆太(3) 9:28.24 首藤　大地(1) 9:30.91 萬谷　彰文(2) 9:31.17 川口　新也(3) 9:47.07 嶺岸　隆行(3) 9:49.06 近藤　直斗(2) 9:49.34 峯下　拓也(3) 9:49.77 増崎　倫人(1) 9:58.67

熊　本･九共大 鹿児島･第一工大 鹿児島･第一工大 大　分･日文理大 熊　本･熊大 長　崎･長国大 福　岡･西南大 長　崎･九共大

6日 ４×１００ｍ 九州共立大 41.49 大分大 42.80 志學館大 42.81 熊本学園大 43.04 鹿児島大 43.04 佐賀大 43.17 熊本大 43.18

   宮原　顕勇(3)    寺脇　海人(3)    松元　龍之介(1)    森　洋介(1)    福山　廣大(2)    熊谷　直紘(2)    西村　太宏(2)

   久保井　智大(3)    上野　博文(2)    平　豊(3)    田尻　一瑛(1)    西方　竜太郎(2)    池田　裕司(4)    宮原　惇(1)

   岩井　紀宏(2)    伊井　俊平(2)    塩田　雄二(4)    本田　一平(1)    濱脇　純司(2)    酒見　修平(2)    和田　尚士(3)

   有松　勇作(3)    梶原　啓太(2)    谷崎　正基(2)    岩永　匡史(2)    川路　龍世(1)    田代　功(3)    宮原　智新(4)

6日 ４×４００ｍ 福岡大  3:20.15 熊本大  3:20.24 久留米大  3:20.44 志學館大  3:22.90 鹿児島大  3:24.35 佐賀大  3:25.38 大分大  3:26.34 九州大  3:30.50

   八木原 大道(1)    福本　寛之(2)    小森　真人(1)    辻　悠介(3)    濱脇　純司(2)    尾崎　康宏(2)    寺脇　海人(3)    大崎　祐摩(4)

   杉本 倍建(1)    和田　尚士(3)    甲斐　翔太(2)    平　豊(3)    倉津　怜也(2)    酒見　修平(2)    上野　博文(2)    武田　裕明(4)

   井上 裕太(2)    山口　嵩倫(3)    長谷川　雄也(3)    岩下　拓也(4)    西方　竜太郎(2)    池田　裕司(4)    新美　尚行(3)    阿部　誉史(2)

   中村 圭太(2)    宮原　智新(4)    瀬井　健(4)    鈴木　諒(4)    鳥海　祥郎(2)    熊谷　直紘(2)    酒井　拓哉(3)    福田　安良(4)

男 6日 走高跳 川上　恭平(1) 2m04 大薗　功太郎(2) 2m04 高祖　良輔(2) 1m90 南田　隼也(1) 1m90 鎌田　修次(3) 1m90 田中俊光(2) 1m85      吉海　雄平(1) 熊　本･熊大 1m85

子 島　根･福大 鹿児島･鹿国大 佐　賀･福大 鹿児島･鹿大 鹿児島･九共大 福　岡･中村大 同順:松尾　耕輔(3) 佐　賀･久大

フ 5日 棒高跳 江島　弘晃(3) 4m60 栗林　桂一(2) 4m30 猪浦　直人(1) 4m20 福田　達(4) 3m80 米田　彰吾(1) 3m20

ィ 福　岡･福大 熊　本･熊大 新　潟･鹿体大 熊　本･志學館大 長　崎･長大

｜ 5日 走幅跳 油田　一也(2) 　6m84 奥村　健司(3) 　6m83 本田　一平(1) 　6m81 古里　孔一(3) 　6m78 河津　卓哉(1) 　6m74 東畑　陽介(3) 　6m74 野田　嘉人(2) 　6m70 小路　浩貴(3) 　6m59

ル 福　岡･西工大 +0.9 長　崎･九共大 +0.5 熊　本･熊学大 +0.8 長　崎･福教大 +0.6 大　分･鹿体大 -0.2 三　重･鹿体大 +0.5 長　崎･北九大 +0.6 福　岡･福工大 -0.3

ド 6日 三段跳 濱中　良(1)  14m43 小野　肇(2)  14m42 永野　亮太(2)  14m14 工藤　隆洋(2)  14m12 大澤　幸輝(3)  13m90 西田　伊織(3)  13m69 緒方　健太(4)  13m52 吉海　雄平(1)  13m32

京　都･鹿体大 -0.3 広　島･福大 +0.1 鹿児島･鹿大 +1.4 熊　本･熊大 +1.1 佐　賀･久大 +0.1 鹿児島･志學館大 +0.4 福　岡･近大 -0.3 熊　本･熊大 +0.3

6日 砲丸投 濱地　優(1)  13m68 岡本　諒(3)  12m39 中川　貴晃(4)  12m16 木崎　孝一郎(3)  11m84 萱原　達磨(4)  11m80 十時　宗久(2)  11m47 児玉　進也(2)   9m06 岩川　敬市(1)   8m68

福　岡･九共大 福　岡･福教大 福　岡･九国大 鹿児島･九産大 熊　本･志學館大 熊　本･九東海大 福　岡･九国大 熊　本･鹿国大

5日 円盤投 竹鍋　優介(2) 　37m53 山口　了平(3) 　36m66 萱原　達磨(4) 　36m46 長谷川　岳(1) 　35m91 山田　孝介(1) 　34m41 竹内　竜也(1) 　33m08 柴田　鉄通(1) 　30m84 田頭　寿起(4) 　29m42

長　崎･長県大 佐　賀･九共大 熊　本･志學館大 熊　本･九東海大 福　岡･九共大 埼　玉･鹿体大 鹿児島･鹿大 長　崎･九国大

6日 ハンマー投 白川　貴耶(3)  50m89 山田　順也(2)  49m19 鎌田　亮(3)  46m98 山下　裕生(1)  46m65 丸山　翔(2)  38m74

福　岡･鹿体大 福　岡･九共大 鹿児島･福大 宮　崎･九共大 広　島･北九大

6日 やり投 梅津　智法(4)  60m53 滝本　祐介(4)  58m83 諫見　清久(3)  58m70 後藤　健太(2)  57m58 柴田　鉄通(1)  57m37 大賀　健太(1)  56m61 秦　広将(4)  53m27 浜口　省吾(3)  52m73

福　岡･福大 鹿児島･志學館大 長　崎･九共大 大　分･別府大 鹿児島･鹿大 鹿児島･志學館大 福　岡･九産大 福　岡･福大

総合 福大 97点 九共大 70点 志學館大 68点 熊大 49.5点 鹿大 44点 鹿体大 38点 久大 33.5点 大分大 33点

主催者：九州地区大学体育協議会・鹿児島陸上競技協会

記録主任：川畑　健二　総務：山下　孝文　審判長：高橋　貞成

学校対抗

日付 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 気圧
7月5日 13:00 晴れ 33.9℃ 38% NNW 2.0m/s 1017hps
7月6日 13:00 晴れ 34.2℃ 35% WNW 1.5m/s 1018hps



第58回　九州地区大学体育大会　陸上競技 入賞者一覧表
平成20年7月5日(土)～7月6日(日)　：　鹿児島県立鴨池陸上競技場

日付 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

女 6日 １００ｍ 大久保　みどり(2) 12.46 稲葉　綾佳(2) 12.51 小笠原　千尋(2) 12.59 横田　みずき(3) 12.76 大庵　樹里(2) 12.77 山根　絵美(3) 12.97 貞永　真澄(3) 13.00 山口　博子(1) 13.39

子 風:-1.1 鹿児島･志學館大 岐  阜･福大 福　岡･西工大 沖　縄･福大 熊　本･熊大 鳥　取･長大 熊　本･熊大 長　崎･長純大

ト 5日 ２００ｍ 成富　真実(1) 25.53 芝　史織(2) 25.78 山本　紗矢香(3) 25.91 大久保　みどり(2) 25.93 山下　亜希子(1) 26.33 宮本　彩乃(3) 26.45 中濱　愛美(3) 26.75

ラ 風:+0.1 佐　賀･福大 福　岡･福大 熊　本･熊大 鹿児島･志學館大 熊　本･熊大 山　口･北九大 鹿児島･志學館大

ッ 6日 ４００ｍ 吉田　妃呂美(1) 58.61 堤　詩織(2) 59.04 青木　聡子(3) 59.92 宮本　彩乃(3)  1:00.57 高橋　香央里(3)  1:00.80 橋本　亜衣(1)  1:00.84 中濱　愛美(3)  1:01.15 岩本　珠実(2)  1:03.05

ク 佐　賀･福大 熊　本･熊大 熊　本･熊大 山　口･北九大 三  重･福大 大　分･大分大 鹿児島･志學館大 大　分･大分大

6日 ８００ｍ 野村　みや(4)  2:18.06 渡邉　絵美(2)  2:20.26 西村　千鶴(2)  2:23.39 高畠　美紀(2)  2:23.47 上田　敏斗美(2)  2:26.66 東　璃依(3)  2:27.79 青山　えりか(4)  2:28.54 藤竹　瑞穂(4)  2:29.88

熊　本･熊大 大　分･西南女大 福　岡･久工大 熊　本･熊大 香  川･鹿体大 鹿児島･西南女大 福　岡･九大 福　岡･九大

5日 １５００ｍ 杉山　あずさ(3) 4:52.66 岡元　祐子(4) 4:53.17 那須　祐子(1) 4:53.99 西川　佳余(4) 4:55.08 末廣　佳奈恵(2) 4:55.40 松本　由紀子(4) 4:56.32 田村　あゆみ(4) 4:57.59 東　璃依(3) 4:59.22

熊　本･久工大 鹿児島･鹿国大 山　口･九大 熊　本･久工大 佐　賀･佐大 福　岡･西南女大 大　分･日文理大 鹿児島･西南女大

6日 ５０００ｍ 蓮池　杏奈(2) 17:44.44 高木  亜州加(4) 18:11.68 工藤　しずか(2) 18:20.29 深堀　美咲(1) 18:22.69 佐田  真里奈(1) 18:25.86 永尾　さくら(3) 18:40.08 田村　あゆみ(4) 18:53.29 松本　由紀子(4) 19:05.90

熊　本･久工大 福　岡･福大 熊　本･久工大 鹿児島･鹿大 福　岡･福大 熊　本･熊大 大　分･日文理大 福　岡･西南女大

6日 １００ｍＨ 竹尾　明佑美(3) 14.42 中尾　有沙(3) 14.70 舩坂　百合子(3) 15.07 鍋田　望(1) 15.83 山下　真矢(2) 16.26 馬越　祐里(3) 16.86 村松　麻美(1) 17.55 山田　幸穂(1) 17.84

風:-0.2 福　岡･西工大 NGR 熊　本･熊大 NGR 岐  阜･福大 福　岡･九共大 熊　本･九女大 長　崎･長純大 静  岡･福大 鹿児島･九共大

6日 ４×１００ｍ 福岡大 48.59 西日本工業大 50.52 大分大 50.82 長崎大 52.31 長崎純心大 54.50 熊本大  1:01.12

   横田　みずき(3)    小笠原　千尋(2)    和田　佐和子(1)    山根　絵美(3)    馬越　祐里(3)    中尾　有沙(3)

   芝　史織(2)    竹尾　明佑美(3)    岩本　珠実(2)    清水　綾子(3)    山口　博子(1)    大庵　樹里(2)

   稲葉　綾佳(2)    内藤  智江(2)    武藤　麻由(2)    川内　千鶴(3)    坂本　愛子(2)    山本　紗矢香(3)

   成富　真実(1)    播正　茉林(3)    柳井　優香(3)    森岡　真美(4)    堤　遥佳(1)    貞永　真澄(3)

6日 ４×４００ｍ 熊本大  3:57.36 福岡大  4:00.55 福岡教育大  4:01.18 久留米工業大  4:26.02

   山本　紗矢香(3)    横田　みずき(3)    藤竹　映莉子(4)    中川　京美(1)

   堤　詩織(2)    芝　史織(2)    橋口　史子(4)    西村　千鶴(2)

   野村　みや(4)    成富　真実(1)    戸次　美香(4)    蓮池　杏奈(2)

   山下　亜希子(1)    高橋　香央里(3)    三浦　千佳(3)    工藤　しずか(2)

女 6日 走高跳 川澄　舞(1) 1m58 泉　智子(2) 1m55 播正　茉林(3) 1m55 重高　和(2) 1m55

子 愛  知･福大 熊　本･熊大 福　岡･西工大 新  潟･福大

フ 5日 走幅跳 中尾　有沙(3) 　5m61 木本　麻奈弥(2) 　5m33 藤田　樹理(3) 　5m24 宮地　愉子(1) 　5m22 原田　有加(1) 　5m20 小澄　史織(3) 　5m10 原田　里香(2) 　5m04 馬渡　那津子(3) 　4m85

ィ 熊　本･熊大 -0.1 福　岡･九共大 -1.3 福　岡･福大 +1.5 福　岡･福大 -0.2 鹿児島･九共大 +0.5 熊　本･熊大 +2.8 広　島･北九大 +1.0 大　分･大分大 +0.0

｜ 6日 砲丸投 中西　彩乃(2)  11m24 矢ヶ部　早(3)  10m81 青山　聡子(4)  10m39 永山　さくら(2)   9m58

ル 鹿児島･志學館大 福　岡･福大 兵　庫･九大 鹿児島･志學館大

ド 5日 円盤投 中西　彩乃(2) 　38m39 永山　さくら(2) 　33m83 永利　佳奈子(1) 　32m72 甲斐　愛彩(1) 　28m87

鹿児島･志學館大 鹿児島･志學館大 福　岡･九共大 大　分･大分大

6日 やり投 丸尾　梨華(2)  44m01 桒鶴　千里(3)  41m70 下村　美紗(1)  36m99 長崎　絵利加(2)  36m16 堤　佳世(1)  34m94 山口　加奈(2)  30m88

長　崎･長大 熊　本･福大 宮　崎･福大 福　岡･久大 大　分･大分大 熊　本･熊学大

総合 福大 117点 熊大 81点 志學館大 45点 久工大 38点 西工大 27点 九共大 23点 大分大 20点 長大 16点

[NGR:大会新記録］

主催者：九州地区大学体育協議会・鹿児島陸上競技協会

記録主任：川畑　健二　総務：山下　孝文　審判長：高橋　貞成

学校対抗

日付 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 気圧
7月5日 13:00 晴れ 33.9℃ 38% NNW 2.0m/s 1017hps
7月6日 13:00 晴れ 34.2℃ 35% WNW 1.5m/s 1018hps


