
第52回　鹿児島県高等学校新人陸上競技大会　 入賞者一覧表
兼　第26回　全九州高等学校新人陸上競技大会予選会 平成20年9月16日(火)～9月18日(木) 　：　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 17日 100m 村吉　星児(2) 10.82 中山　泰志(1) 11.10 尾上　清文(2) 11.14 木原　真人(2) 11.25 古川　渉一(1) 11.36 末吉　史宏(2) 11.37 宮内　文哉(2) 11.42 大坪　純也(2) 11.54

子 風:+0.8 入来商･清修館 甲南 出水中央 鹿児島南 鶴丸 鹿児島商 鹿児島 鹿児島高専

ト 18日 200m 村吉　星児(2) 21.86 尾上　清文(2) 22.00 木原　真人(2) 22.37 末吉　史宏(2) 22.45 古川　渉一(1) 22.48 村田　丈尚(1) 22.97 大山　貴弥(2) 23.34 牛島　建太(2) 23.59

ラ 風:+1.5 入来商･清修館 出水中央 鹿児島南 鹿児島商 鶴丸 鹿児島南 松陽 鶴翔

ッ 16日 400m 村田　丈尚(1) 50.50 乗越　裕二郎(2) 50.76 森　嘉武斗(2) 50.89 松浦　慎仁(2) 52.38 長倉　康友(2) 52.80 向井　匠(2) 53.30 高橋　輝(2) 53.56 福留　陽(1) 54.11

ク 鹿児島南 鹿児島 鹿児島南 鹿児島高専 種子島 中種子・中央 出水 加治木

18日 800m 田中　耕作(2)  2:00.48 笠野　善禎(2)  2:01.24 福崎　祐希(2)  2:01.75 曽木　大士朗(2)  2:02.48 吉村　大輝(1)  2:02.83 今藤　克己(2)  2:04.13 長倉　康友(2)  2:07.06 折小野　伸哉(1)  2:08.90

鹿児島南 甲南 鹿児島城西 鹿児島 鹿児島実業 鹿児島城西 種子島 川内商工

16日 1500m 有村　優樹(1)  3:59.46 大六野　秀畝(1)  4:02.70 有木　俊平(2)  4:03.03 吉村　大輝(1)  4:04.29 曽木　大士朗(2)  4:04.78 徳丸　匠(2)  4:05.46 瀬戸口　蓮(2)  4:09.23 堀ノ内　憲(2)  4:11.41

鹿児島実業 鹿児島城西 鹿児島南 鹿児島実業 鹿児島 川内 加治木 指宿

17日 5000m 市田　孝(1) 14:58.94 市田　宏(1) 14:58.97 中村　太悟(2) 14:59.59 雪丸　雄大(2) 15:17.19 大六野　秀畝(1) 15:24.49 徳丸　匠(2) 15:29.59 有木　俊平(2) 15:50.83 川越　憲太郎(2) 15:52.11

鹿児島実業 鹿児島実業 鳳凰 鹿児島商 鹿児島城西 川内 鹿児島南 鹿児島商

18日 110mH 宮内　文哉(2) 15.56 麓　大輔(2) 16.11 岩崎　稜(1) 16.37 北園　駿(2) 16.49 黒木　一誠(2) 16.67 上村　匠(2) 16.86 冨岡　祐太(1) 17.22 吉崎　拓也(1) 17.80

風:-0.2 鹿児島 鹿児島南 鹿児島城西 出水中央 松陽 出水 鹿児島南 鹿児島商

17日 400mH 乗越　裕二郎(2) 55.31 黒木　一誠(2) 57.86 牛島　建太(2) 57.96 小野　公平(1) 59.92 牧瀬　健斗(2) 59.95 海陸　卓也(2)  1:00.76 冨岡　祐太(1)  1:01.81 森　嘉武斗(2)  1:02.91

鹿児島 松陽 鶴翔 入来商･清修館 中種子・中央 武岡台 鹿児島南 鹿児島南

18日 3000mSC 飛松　佑輔(2)  9:50.08 前迫　勇太(2)  9:50.59 石川　徹平(2)  9:52.78 長野　史裕(2) 10:04.62 藤脇　孝哉(2) 10:12.60 内田　良太(1) 10:19.64 槐島　賢郎(1) 10:20.27 別府　翔太(2) 10:26.94

鹿児島城西 鹿児島城西 鹿児島実業 鹿児島南 鹿児島実業 尚志館 樟南 鶴翔

16日 5000mW 小原　遼仁(2) 23:08.23 米丸　雄太(2) 24:50.43 松村　優作(2) 24:52.81 柿本　翔悟(2) 24:56.14 吉田　康人(2) 27:24.59 松元　優典(2) 28:20.16 沖島　直樹(1) 30:41.86

鹿児島城西 樟南 鹿児島城西 鹿児島南 鹿児島商 鹿児島商 鹿児島南

16日 4×100m 鹿児島南 43.38 出水中央 43.55 鹿児島 43.68 入来商・清修館 43.89 松陽 44.27 鹿児島商業 44.29 鹿児島城西 44.39 甲南 45.22

   高田　航平(2)    北園　駿(2)    田畑　大輔(2)    臺　一喜(1)    山口　大貴(2)    笠野　眞樹(1)    福元　涼太(2)    榎園　竜平(1)

   木原　真人(2)    尾上　清文(2)    宮内　文哉(2)    村吉　星児(2)    大山　貴弥(2)    谷村　裕樹(1)    岩崎　稜(1)    中山　泰志(1)

   廣瀨　晃一郎(2)    脇　耕平(2)    山田　真也(1)    西山　圭一(1)    黒木　一誠(2)    吉崎　拓也(1)    泊　朋哉(1)    西　一成(1)

   麓　大輔(2)    山下　康輔(2)    田中　雅人(2)    太田　湧也(1)    森竹　勇介(2)    末吉　史宏(2)    田畑　圭一(2)    向井　鴻士郎(2)

18日 4×400m 鹿児島南  3:30.84 出水中央  3:33.49 松陽  3:33.54 鹿児島  3:36.33 入来商・清修館  3:39.23 鹿児島商業  3:41.48 中種子・中央  3:47.38

   村田　丈尚(1)    山下　康輔(2)    大山　貴弥(2)    山田　真也(1)    西山　圭一(1)    末吉　史宏(2)    向井　匠(2)

   森　嘉武斗(2)    尾上　清文(2)    森竹　勇介(2)    乗越　裕二郎(2)    太田　湧也(1)    内野　聖也(1)    牧瀬　健斗(2)

   廣瀨　晃一郎(2)    倉津　盛一(2)    岩尾　俊洪(2)    宮内　文哉(2)    小野　公平(1)    山崎　雄大(1)    牧瀬　公亮(2)

   木原　真人(2)    脇　耕平(2)    黒木　一誠(2)    曽木　大士朗(2)    村吉　星児(2)    内　和也(1)    牧瀬　孔明(2)

男 17日 走高跳 西　一成(1) 1m85 山下　拓郎(1) 1m85 原口　成志(2) 1m80 沖牟田　貴弥(2) 1m75 大迫　拓輝(2) 1m70 山崎　雄大(1) 1m65 津之浦　奨大(1) 1m65 宮野　裕(2) 1m65

子 甲南 加世田 志布志 出水工 国分 鹿児島商 鹿児島高専 出水工

フ 16日 棒高跳 高田　航平(2) 4m20 北川　翔一(1) 4m00 福永　紘基(2) 3m60

ィ 鹿児島南 鹿児島南 鹿屋工

｜ 16日 走幅跳 山口　大貴(2)   6m72 山田　真也(1)   6m68 高田　航平(2)   6m63 前田　翔太(2)   6m51 臺　一喜(1)   6m31 原田　恵太(1)   6m11 長田　大輔(2)   6m06 栗田　徹士(2)   6m01

ル 松陽 -0.3 鹿児島 +0.6 鹿児島南 +1.1 鹿児島工 +1.3 入来商･清修館 +0.5 鹿児島商 +0.6 中種子・中央 -0.3 樟南 +0.9

ド 18日 三段跳 福永　紘基(2)  13m34 山口　大貴(2)  13m33 長田　大輔(2)  13m24 竹之内　彰(2)  13m15 大迫　拓輝(2)  12m96 江口　努(2)  12m63 原田　恵太(1)  12m49 山崎　雄大(1)  11m64

鹿屋工 +1.1 松陽 +1.2 中種子・中央 +2.8 鹿児島南 +1.0 国分 +2.0 鹿児島南 +1.1 鹿児島商 +1.7 鹿児島商 +1.6

17日 砲丸投 深利　恭平(1)  12m89 田中　大地(2)  12m34 森永　皓太(2)  11m74 岩崎　政輝(2)  10m86 桑山　忍(2)  10m10 槐　栄太(2)   9m66 濱之園　崇史(2)   9m32 村田　祐一(2)   8m72

鹿児島商 鹿児島商 鹿児島城西 国分中央 鹿屋 鹿児島水産 鹿児島第一 ラ・サール

18日 円盤投 田中　大地(2)  37m19 森永　皓太(2)  34m15 桑山　忍(2)  30m62 西丸　佳孝(1)  30m38 寺師　幸成(2)  29m41 山下　大輔(2)  28m58 盛　正人(1)  27m34 川上　祥生(1)  27m15

鹿児島商 鹿児島城西 鹿屋 財部 鹿屋工 松陽 徳之島 鹿児島商

16日 ハンマー投 深利　恭平(1)  40m60 竹之内　祐哉(2)  40m39 山下　大輔(2)  36m38 西山　憲仁(1)  35m90 浦邊　友尋(2)  33m25 溝口　大(1)  23m48 槐　栄太(2)  18m99

鹿児島商 岩川 松陽 財部 中種子・中央 鹿児島商 鹿児島水産

17日 やり投 笠野　眞樹(1)  54m91 岩崎　智孝(1)  48m25 徳重　啓秀(1)  48m19 泊ヶ山　幸大(1)  44m49 岩川　信治郎(2)  43m08 盛　正人(1)  42m05 是枝　大輔(1)  41m59 神田　竜矢(2)  41m25

鹿児島商 鹿屋工 鹿児島商 岩川 屋久島 徳之島 種子島 有明

男 17日 八種総合得点 上村　匠(2)  4810 原口　成志(2)  4021 佐々　航平(2)  4013 福満　龍(2)  3639 岩崎　智孝(1)  3271 神田　竜矢(2)  3013

子 出水 NGR 志布志 屋久島 川内商工 鹿屋工 有明

混 100m-LJ-SP 12.07(-0.7)-6m47(+0.8)-8m87 11.76(-0.7)-5m93(+0.9)-7m59 11.80(-0.7)-5m43(+0.3)-7m76 12.61(-0.7)-5m36(-0.1)-7m83 16.68(-0.7)-5m16(-0.5)-7m67 12.97(-0.7)-4m98(-0.0)-8m40

成 400m-110mH-JT 54.09-16.43(+1.8)-44m86 56.96-17.68(+1.8)-31m15 53.05-19.24(+1.8)-32m42 58.96-18.97(+1.8)-33m50 55.41-19.29(+1.8)-47m40 1:00.30-NM-43m44

HJ-1500m 1m79-4:51.29 1m76-5:25.16 1m58-4:48.11 1m67-5:03.21 1m58-NM 1m40-4:59.87

総合 鹿児島南 70点 鹿児島商 48点 鹿児島城西 46点 鹿児島 34点 松陽 29点 鹿児島実業 28点 入来商･清修館 22点 出水中央 22点

ﾄﾗｯｸ 鹿児島南 51点 鹿児島城西 37点 鹿児島 29点 鹿児島実業 28点 出水中央 22点 入来商･清修館 20点 松陽 13点 鹿児島商 12点

ﾌｨｰﾙﾄﾞ 鹿児島商 36点 鹿児島南 19点 鹿屋工 19点 松陽 16点 鹿児島城西 9点 志布志(5位同順) 9点 岩川 8点 出水/甲南 6点

〔NGR：大会新記録〕

記録主任：堀之内　武志　　総務：栗毛野　信一　　審判長：高橋　貞成

学校対抗
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第52回　鹿児島県高等学校新人陸上競技大会　 入賞者一覧表
兼　第26回　全九州高等学校新人陸上競技大会予選会 平成20年9月16日(火)～9月18日(木) 　：　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 17日 100m 高橋　和(2) 12.62 鳥原　有華(2) 12.64 渡邉　沙莉衣(1) 12.74 坂上　理沙(1) 12.77 﨑向　真夕(1) 12.86 岡積　千夏(2) 13.11 生駒　佳帆里(2) 13.16 田中　美有(1) 13.34

子 風:-0.5 屋久島 鹿児島女 松陽 松陽 鹿児島女 市立玉龍 鹿屋 大口明光学園

ト 18日 200m 竹山　由希子(2) 25.88 船場　瑞月(2) 26.00 高橋　和(2) 26.15 﨑向　真夕(1) 26.28 坂上　理沙(1) 26.31 渡邉　沙莉衣(1) 26.79 上迫田　里咲(2) 27.66 山田　稜子(2) 28.27

ラ 風:+2.1 鹿児島女 出水 屋久島 鹿児島女 松陽 松陽 神村学園 川内

ッ 16日 400m 竹山　由希子(2) 57.02 内德　梨里(2)  1:01.05 田中　理湖(2)  1:01.60 上別府　志帆(2)  1:02.96 川畑　優子(1)  1:03.14 池満　綾乃(2)  1:03.54 鶴田　未早紀(2)  1:04.00 香妻　ゆかり(1)  1:04.22

ク 鹿児島女 松陽 鹿児島女 松陽 鶴翔 鹿児島情報 鹿屋 川内

18日 800m 田山　満理(1)  2:20.67 美代　奈津実(1)  2:21.84 田山　絵理(1)  2:22.52 今給黎　幸奈(2)  2:24.70 満枝　まどか（１） 2:24.99 大野　梨保(2)  2:26.54 池満　綾乃(2)  2:27.94 宇佐美　香南（１） 2:32.35

神村学園 鳳凰 神村学園 鹿児島女 鹿児島女 尚志館 鹿児島情報 鳳凰

16日 1500m 備　聖南(2)  4:33.08 田山　満理(1)  4:33.57 今給黎　幸奈(2)  4:34.95 田山　絵理(1)  4:41.66 渡辺　千里(2)  4:43.64 吉田　洋子(2)  4:44.07 新里　萌(1)  4:51.61 増田　知佳(2)  4:55.92

鹿児島女 神村学園 鹿児島女 神村学園 鳳凰 出水中央 鹿児島南 樟南

18日 3000m 大倉野　愛(1)  9:46.80 西田　美咲(2)  9:46.90 新原　彩(1)  9:49.13 備　聖南(2)  9:54.20 神園　莉緒(2) 10:06.09 山口　夏稀(2) 10:15.39 増田　知佳(2) 10:31.14 吉田　洋子(2) 10:38.42

神村学園 神村学園 鳳凰 鹿児島女 鹿児島女 鳳凰 樟南 出水中央

16日 100mH 鳥原　有華(2) 14.62 大村　明日香(2) 15.80 田中　美有(1) 15.85 尻無濱　千佳(2) 15.86 南谷　優里(1) 16.77 河東　美伽(1) 18.22 近江園　岬(2) 18.55 鍛冶屋　明日香(1) 18.69

風:-0.2 鹿児島女 NGR 松陽 大口明光学園 川内 鹿児島女 中種子・中央 野田女 鹿児島南

17日 400mH 大村　明日香(2)  1:07.24 尻無濱　千佳(2)  1:08.35 川俣　愛(2)  1:09.29 南谷　優里(1)  1:09.29 村田　萌花（１）  1:10.25 本東　真理恵(1)  1:18.01 竹下　麻里弥(2)  1:20.52 木之下　実咲(2)  1:23.60

松陽 川内 出水 鹿児島女 鹿児島女 中種子・中央 沖永良部 沖永良部

16日 3000mW 湯田　栞(1) 15:21.45 斉野　このみ(2) 16:23.22 梶原　奈菜子(2) 16:29.11 建野　萌子(2) 16:43.66 木場　絵梨奈(1) 17:26.45 吉永　早希(1) 17:39.11 田中　芽依(1) 18:13.52 漆畑　梨絵(2) 18:50.91

鹿児島女 鹿児島女 中種子・中央 川内 中種子・中央 川内 鶴翔 樟南

16日 4×100m 鹿児島女子 48.68 松陽 49.69 川内 51.05 出水 51.45 鹿屋 51.70 野田女子 53.52 中種子・中央 54.22 加治木 54.38

   加藤　未来(2)    坂上　理沙(1)    山田　稜子(2)    永福　香帆里(1)    脇島田　有伽(1)    近江園　岬(2)    濱中　有砂(1)    三角　夕奈(2)

   鳥原　有華(2)    渡邉　沙莉衣(1)    平木　千絢(2)    船場　瑞月(2)    生駒　佳帆里(2)    跡上　愛華(2)    髙田　愛里(2)    室屋　美波(1)

   竹山　由希子(2)    石塚　聖羅(2)    尻無濱　千佳(2)    深谷　華菜(1)    図子　あまね(2)    谷口　奈々(2)    野角　華伽(1)    池上　奈穂子(1)

   﨑向　真夕(1)    大村　明日香(2)    軸丸　望梨(1)    川俣　愛(2)    鶴田　未早紀(2)    石塚　浩恵(2)    鎌田　亜理沙(2)    美座　あかり(1)

18日 4×400m 鹿児島女  3:53.59 松陽  4:08.35 川内  4:09.18 出水  4:11.03 鹿児島南  4:22.09 鹿屋  4:23.76 鶴翔  4:25.56 樟南  4:31.85

   鳥原　有華(2) NGR    上別府　志帆(2)    池ノ上　菜々(2)    川俣　愛(2)    上野　未津紀(2)    脇島田　有伽(1)    石澤　仁美(1)    丸野　愛実(1)

   竹山　由希子(2)    大村　明日香(2)    尻無濱　千佳(2)    船場　瑞月(2)    佐野　志帆(1)    鶴田　未早紀(2)    川畑　優子(1)    児島　誠子(1)

   田中　理湖(2)    田尻　彩夏(2)    香妻　ゆかり(1)    永福　香帆里(1)    鍛冶屋　明日香(1)    竹井　夏紀(2)    宮路　柚桂(2)    岩元　日香流(1)

   鳥原　早貴(2)    内德　梨里(2)    平木　千絢(2)    深谷　華菜(1)    新里　萌(1)    生駒　佳帆里(2)    田中　芽依(1)    福重　利奈(2)

女 16日 走高跳 堂之下　藍(2) 1m65 太原　千夏(2) 1m50 野入　莉子(1) 1m45 検校　美加(1) 1m40 今村　沙希(1) 1m35 前杉　智甫(1) 1m35 中島　愛(1) 1m30 同順:福山　美咲(1) 1m30

子 鹿児島女 鹿児島女 武岡台 加治木工 鹿児島 福山 鹿児島南 出水商

フ 17日 走幅跳 図子　あまね(2)   5m11 加藤　未来(2)   5m04 立山　琴美(1)   5m01 濱中　有砂(1)   4m81 田尻　彩夏(2)   4m70 石澤　仁美(1)   4m58 髙濱　愛(2)   4m57 近江園　岬(2)   4m53

ィ 鹿屋 -1.2 鹿児島女 -0.1 鹿児島女 +1.8 中種子・中央 +0.2 松陽 +0.4 鶴翔 -1.5 武岡台 +1.5 野田女 +0.0

｜ 18日 砲丸投 池田　美乃里(2)  11m00 羽山　友紀(2)  10m37 鎌田　真里菜(2)   8m86 永田　ミキ(1)   8m48 津川　華胡(1)   7m86 山内　みゆき(1)   7m83 穂園　さやか(2)   7m14 川原　真衣(1)   5m69

ル 鹿児島女 鹿児島女 鹿児島城西 岩川 鹿児島城西 伊佐農林 国分 種子島

ド 17日 円盤投 金丸　奈美(1)  31m10 池尾　美香(1)  28m42 石澤　照美(2)  25m29 永田　ミキ(1)  23m61 南　くらら(1)  23m44 鎌田　真里菜(2)  23m28 津川　華胡(1)  22m23 西園　早紀子(2)  21m00

鹿児島女 岩川 鶴翔 岩川 鹿児島女 鹿児島城西 鹿児島城西 松陽

16日 やり投 池田　美乃里(2)  39m42 金丸　奈美(1)  32m36 石澤　照美(2)  31m50 須賀　晶子(1)  30m78 鍛冶屋　明日香(1)  28m67 今吉　眞子(2)  28m36 沖　彩菜(2)  26m90 市　小春(2)  26m45

鹿児島女 鹿児島女 鶴翔 中種子・中央 鹿児島南 頴娃 錦江湾 沖永良部

女 18日 七種総合得点 深谷　華菜(1)  3168 野入　莉子(1)  3023 赤坂　珠恵(2)  1837

子 出水 武岡台 中種子・中央

混 100mH-HJ-SP 17.81(+1.1)-1m41-5m68 18.62(+1.1)-1m47-6m29 19.32(+1.1)-NM-6m89

成 200m-LJ 27.88(-0.6)-4m70(-0.9) 28.54(-0.6)-4m16(-0.9) 31.81(-0.6)-3m63(-1.3)

JT-800m 18m64-2:46.29 18m36-2:44.05 20m79-3:13.00

総合 鹿児島女 132点 松陽 41点 神村学園 29点 出水 21点 川内 20点 中種子・中央 18点 鳳凰 12点 岩川 11点

トラック 鹿児島女 82点 松陽 39点 神村学園 29点 川内 20点 出水 15点 鳳凰 12点 屋久島 10点 中種子・中央 8点

フィールド 鹿児島女 50点 岩川 11点 中種子・中央 10点 武岡台 9点 鶴翔 9点 鹿児島城西 7点 出水 6点 鹿屋(8位同順) 6点

〔NGR：大会新記録〕

記録主任：堀之内　武志　　総務：栗毛野　信一　　審判長：高橋　貞成

学校対抗
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