
KKB小学生陸上フェスタ　2008 入 賞 者 一 覧 表
平成20年11月01日(土)

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

1年100m 栗屋　大夢(1) 16.70 今村　皇陽(1) 17.38 岩下　新太郎(1) 17.68 淵田　瑞貴(1) 18.43 鎮守　航平(1) 18.46 濵田　伊織(1) 18.48 古川　連(1) 18.49 上野　瑠也(1) 18.67

風:+0.7 山都ＪＲＣ NGR かのやFSC･Jr NGR 栗野陸上 NGR 頴娃ｼﾞｭﾆｱ陸上 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 頴娃ｼﾞｭﾆｱ陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 羽島陸上

男 2年100m 松嵜　龍征(2) 16.64 六反　海凪(2) 16.82 山崎　陸翔(2) 16.91 神之門　海成(2) 17.03 竹之下　卓也(2) 17.11 下境田　要(2) 17.16 松崎　真紀(2) 17.41 池ノ上　廉(2) 17.64

子 風:+0.7 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 山崎ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ ｳｲﾝｸﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 ｳｲﾝｸﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 羽島陸上 ＳＣＣ

ト 3年100m 角屋敷　駿一(3) 15.12 黒木　晃生(3) 15.35 橋元　優成(3) 15.45 真鍋　拓帆(3) 15.59 重村　空(3) 15.64 吉満　一真(3) 15.64 原口　大空(3) 15.86 柿園　洸賜(3) 16.03

ラ 風:+1.3 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ NGR かのやFSC･Jr ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 ＳＣＣ 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 高山Jr陸上

ッ 4年100m 米森　亮(4) 14.18 大迫　昌司(4) 14.38 折田　歩夢(4) 15.04 浜崎　大輔(4) 15.08 大坪　俊介(4) 15.09 萬福　良亮(4) 15.27 末吉　晃希(4) 15.44 伊谷　進太郎(4) 15.74

ク 風:+0.4 吉野東陸上 阿久根Jr陸上 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上 ｳｲﾝｸﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ｳｲﾝｸﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上

5年100m 川田　康輔(5) 12.99 樽野　佑斗(5) 14.09 中尾　拓朗(5) 14.23 真鍋　凌斗(5) 14.27 井出口　夏輝(5) 14.47 新村　雄大(5) 14.49 益満　圭太(5) 14.70 河野　優樹(5) 14.75

風:-0.5 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 吹上ｼﾞｭﾆｱ 清水陸上 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 高尾野陸上 山川陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 阿久根Jr陸上

6年100m 髙橋　李生(6) 12.07 出口　貴大(6) 12.99 瀬脇　凪(6) 12.99 松下　凌(6) 13.15 脇　太一(6) 13.16 松田　敬佑(6) 13.17 山下　佑介(6) 13.35 中森　健人(6) 13.65

風:-0.1 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上 NER 阿久根Jr陸上 かのやFSC･Jr 下水流陸上　 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上

3･4年 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上A  1:00.27 ｳｲﾝｸﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞA  1:00.79 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上A  1:00.84 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上A  1:01.78 かのやFSC･JrA  1:02.69 ＳＣＣ A  1:03.29 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01  1:03.38 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上B  1:04.17

4×100mR    浜崎　大輔(4) NGR    藤崎　椋介(4)    北園　光(4)    本坊　康孝(4)    瀬脇　叶(3)    池田　柊威(4)    末吉　崚真(4)    本田　雄大(4)

   折田　歩夢(4)    萬福　良亮(4)    大坪　俊介(4)    脇野　翔伍(4)    黒木　晃生(3)    重村　空(3)    吉満　一真(3)    髙田　雄大(4)

   瀧ケ平　隼輔(4)    田畑　侑椰(4)    徳重　秀人(4)    伊谷　進太郎(4)    脇　健大(4)    田中　海渡(3)    廣瀬　悠二(3)    上村　夏樹(4)

   松田　拓也(4)    末吉　晃希(4)    上園　魁(3)    三反田　拓斗(4)    竹之内　優汰(4)    藤田　駿(4)    原口　大空(3)    山田　練(4)

5・6年 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上A 51.90 かのやFSC･Jr 52.56 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上A 53.30 阿久根Jr陸上A 53.95 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 54.45 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01A 55.69 あいら陸上A 55.81 ｳｲﾝｸﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞA 56.27

4×100mR    中森　健人(6)    新保　颯人(6)    中俣　朋也(6)    河野　優樹(5)    柿木　雅司(6)    福岩　匠(6)    出之口　高樹(6)    臺　隆太郎(6)

   安栖　遼太郎(6)    瀬脇　凪(6)    髙橋　李生(6)    出口　貴大(6)    橋口　尚真(6)    桑原　季良里(6)    前田　紘毅(6)    末吉　諒(6)

   松田　敬佑(6)    永田　大星(6)    山中　心(5)    肱黒　祐輝(6)    徳重　大輝(5)    頴川　雅弘(6)    横山　毅仁(5)    市野　広樹(6)

   脇　太一(6)    稲付　武士(6)    戸越　正孝(6)    早水　貴彦(6)    川田　康輔(5)    三原　悠平(6)    村岡　純(6)    柳澤　奨汰(6)

男 5･6年走高跳 安栖　遼太郎(6) 1m42 上別府　剛志(6) 1m39 柿木　雅司(6) 1m36 山下　拓真(6) 1m33 寺脇　武流(6) 1m25 山口　亮(6) 1m25 岩元　悟大(6) 1m20

子 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 NGR 栗野陸上 NGR 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 あいら陸上 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上

フ 4年走幅跳 竹之内　優汰(4)   4m10 三反田　拓斗(4)   3m85 北園　光(4)   3m60 吉岡　朋樹(4)   3m60 岩元　大佳(4)   3m60 篠原　史諭(4)   3m59 大上　拓海(4)   3m57 山崎　唯輝(4)   3m56

ィ かのやFSC･Jr NGR +1.2 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 +0.0 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上 +0.8 吉岡ｸﾗﾌﾞ -0.5 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 +0.9 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 +0.4 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上 +1.0 山崎ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ -0.2

｜ 5年走幅跳 桐野　友樹(5)   4m56 横山　毅仁(5)   4m22 盛島　紳之助(5)   4m13 田中　由樹也(5)   4m01 森川　将希(5)   4m00 吉本　達也(5)   3m98 山口　大河(5)   3m74 池野　郁洋(5)   3m72

ル 栗野陸上 NE5 +1.1 あいら陸上 +1.0 頴娃ｼﾞｭﾆｱ陸上 -0.1 ＳＣＣ +0.7 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上 +0.1 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 +0.0 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 +0.2 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 +0.5

ド 6年走幅跳 稲付　武士(6)   4m92 一ノ宮　将彦(6)   4m87 前田　紘毅(6)   4m72 前田　佳来(6)   4m53 早水　貴彦(6)   4m52 松坂　康大(6)   4m45 出之口　高樹(6)   4m45 渡辺　良介(6)   4m44

かのやFSC･Jr +1.0 ＳＣＣ +0.1 あいら陸上 -0.2 頴娃ｼﾞｭﾆｱ陸上 +0.9 阿久根Jr陸上 +0.8 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ +0.8 あいら陸上 +0.0 阿久根Jr陸上 +0.6

5年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 友清　祐也(5)  50m07 中尾　大晟(5)  49m60 宮下　侑万(5)  46m92 川上　龍美(5)  46m72 豊村　泰平(5)  44m87 西　誠矢(5)  44m86 迫田　強(5)  36m62 鍋石　遼(5)  32m85

鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 笠沙陸上 笠沙陸上 頴娃ｼﾞｭﾆｱ陸上 あいら陸上 笠沙陸上 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 折多陸上

6年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 小野　浩之介(6)  79m57 小路　雄真(6)  63m00 本村　航暉(6)  55m37 福岩　匠(6)  51m02 福吉　圭太(6)  48m15 羽嶋　咲大郎(6)  45m33 富尾　大地(6)  44m60 鶴薗　和哉(6)  42m52

住用ﾗｲｵﾝｽﾞ NER 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 頴娃ｼﾞｭﾆｱ陸上 あいら陸上 高山Jr陸上 阿久根Jr陸上

NPE:県小学生新記録　PE5:県小学5年生新記録　NGR:大会新記録



KKB小学生陸上フェスタ　2008 入 賞 者 一 覧 表
平成20年11月01日(土)

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

1年100m 山内　七海(1) 17.07 下田　稚奈(1) 17.09 岡田　菜野(1) 18.24 川島　芽依(1) 18.32 塗木　さくら(1) 18.52 松澤　季夏(1) 18.79 松木　藍美(1) 19.31 山田　菜月(1) 19.39

風:+0.2 ＳＣＣ NGR ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ NGR 串木野西陸上 栗野陸上 ＳＣＣ 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 吉野東陸上 かのやFSC･Jr

女 2年100m 森　夏美樹 16.29 赤間　優里奈(2) 16.51 福田　英(2) 17.12 岡村　優那(2) 17.17 中村　優希(2) 17.71 木佐貫　倫世(2) 17.72 池田　晴佳(2) 18.03 土岐　真莉亜(2) 18.17

子 風:+0.5 春山陸上 ﾁｪｽﾄ伊集院町陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ 山川陸上 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 生福陸上 津村陸上

ト 3年100m 山下　萌(3) 15.42 松元　咲樹(3) 15.96 関　海音(3) 15.99 塗木　ひかる(3) 16.16 曽田　陽菜子(3) 16.25 中村　彩華(3) 16.30 山口　百香(3) 16.31 川路　紗和(3) 16.34

ラ 風:+0.5 かのやFSC･Jr NGR ｳｲﾝｸﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 津村陸上 ＳＣＣ かのやFSC･Jr 太陽ｽﾎﾟｰﾂ ＳＣＣ 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01

ッ 4年100m 土岐　実来(4) 14.78 黒木　美希(4) 15.46 鮫島　媛乃(4) 15.60 稲田　梨花(4) 15.61 田島　乃愛(4) 15.64 森　わかな(4) 15.66 中間　菜摘(4) 15.68 田中　巴菜(4) 15.84

ク 風:+1.0 津村陸上 かのやFSC･Jr 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上 吉野東陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ ﾁｪｽﾄ伊集院町陸上 吉野東陸上 ＳＣＣ

5年100m 幾野　夏未(5) 14.03 牧　梨瑚(5) 14.41 倉岡　奈々(5) 14.46 前田　彩佳(5) 14.58 安楽　奏海(5) 14.73 浦村　星来(5) 14.91 竹之下　晴子(5) 14.93 川越　美波(5) 15.06

風:-0.1 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 津村陸上 かのやFSC･Jr ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ ＳＣＣ 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 串木野西陸上

6年100m 久松　未季(6) 13.11 内村　優紀(6) 13.55 橋元　香奈(6) 13.79 中村　瑞季(6) 13.96 倉岡　さくら(6) 13.98 谷村　香菜子(6) 14.06 原田　智子(6) 14.25 田口　佳那子(6) 14.28

風:+0.1 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ NER かのやFSC･Jr ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 太陽ｽﾎﾟｰﾂ かのやFSC･Jr 出水市陸上 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上

3･4年 吉野東陸上  1:01.70 高山Jr陸上A  1:02.26 かのやFSC･JrA  1:02.27 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上A  1:02.55 ﾁｪｽﾄ伊集院町陸上A  1:03.52 ＳＣＣ A  1:05.07 ＳＣＣ B  1:06.65 ﾁｪｽﾄ伊集院町陸上B  1:07.97

4×100mR    伊地知　里奈(4)    神田　珠緒(4)    曽田　陽菜子(3)    鳩野　祥菜(4)    下田平　彩七(4)    盛田　愛莉(3)    下吉　涼子(4)    ｹｰﾗｰ　ﾃﾚｻ(4)

   西　理央(4)    北園　塁(4)    北方　優理(4)    木佐貫　朋未(4)    大迫　優歌(4)    田中　巴菜(4)    塗木　ひかる(3)    柿本　渚帆(3)

   中間　菜摘(4)    柿園　奈穂(4)    山下　萌(3)    田中　亜希(4)    赤間　純奈(4)    原田　里加(4)    根井　千佳子(4)    小山　理子(4)

   稲田　梨花(4)    吉中　沙耶香(4)    黒木　美希(4)    小浜　安理沙(4)    森　わかな(4)    野上　夏輝(4)    松元　花梨(4)    杉元　利沙奈(4)

5・6年 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 54.26 かのやFSC･JrA 54.33 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上A 55.35 出水市陸上A 56.22 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上　 56.94 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01A 57.50 折多陸上A 58.00

4×100mR    小原　阿沙美(6)    倉岡　奈々(5)    伊地知　南海(6)    谷村　香菜子(6)    浜崎　寿里(6)    松崎　華波(6)    長野　杏樹(5)

   橋元　香奈(6)    倉岡　さくら(6)    内之倉　由美(6)    福島　悠菜(6)    田口　佳那子(6)    二ノ宮　唯(6)    吉田　恵理(6)

   溝上　亜梨紗(6)    黒木　智子(6)    山下　菜月(6)    平　瑞稀(6)    立石　梨乃(6)    幾野　夏未(5)    大下本　美玖(5)

   前田　彩佳(5)    内村　優紀(6)    原田　智子(6)    内田　実来(6)    立石　詩乃(6)    樋渡　愛(6)    餅越　志保(6)

女 5･6年走高跳 樋渡　愛(6) 1m25 山神　玲華(6) 1m20 鶴丸　絵莉(6) 1m15 金丸　絢美(6) 1m15 田中　月菜(6) 1m10 浦田　奈緒(5) 1m10 井尻　あすか(5) 1m10

子 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 串木野西陸上 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 ＳＣＣ 串木野西陸上 阿久根Jr陸上

フ 4年走幅跳 原田　里加(4)   3m29 西　夏美(4)   3m29 萩元　麻季(4)   3m24 竹　絵梨奈(4)   3m04 松崎　華(4)   2m95 野上　夏輝(4)   2m91 大迫　優歌(4)   2m75 前畑　美早季(4)   2m55

ィ ＳＣＣ +0.7 阿久根Jr陸上 +0.2 串木野西陸上 +0.7 ﾁｪｽﾄ伊集院町陸上 +0.9 頴娃ｼﾞｭﾆｱ陸上 +1.4 ＳＣＣ +0.1 ﾁｪｽﾄ伊集院町陸上 +0.1 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 0.8

｜ 5年走幅跳 稲付　清楓(5)   4m44 豊村　真由(5)   3m91 大河　光(5)   3m79 白瀬　瑞希(5)   3m45 脇田　天希(5)   3m42 今田　聖奈(5)   3m31 池田　響子(5)   3m23 有馬　未優(5)   3m21

ル かのやFSC･Jr NE5 0.0 あいら陸上 +1.0 阿久根Jr陸上 +0.5 出水市陸上 +1.5 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 +1.4 ﾁｪｽﾄ伊集院町陸上 -0.1 ﾁｪｽﾄ伊集院町陸上 +0.4 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 +0.3

ド 6年走幅跳 内之倉　由美(6)   4m65 吉満　愛莉(6)   4m29 萩元　可南子(6)   4m25 谷口　葵(6)   4m01 福岡　愛奈(6)   4m00 永田　亜由美(6)   3m96 松園　佳奈美(6)   3m90 成相　璃南(6)   3m88

鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 NER +0.1 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上 +0.8 串木野西陸上 +0.6 串木野西陸上 +0.4 高山Jr陸上 +0.8 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上 +0.3 高山Jr陸上 +0.9 栗野陸上 +0.3

5年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 宮瀬　梓(5)  55m70 中釜　美乃里(5)  46m90 甫立　愛美(5)  46m31 有田　仁美(5)  35m94 池田　さやか(5)  29m90 大平　未姫(5)  24m35

高山Jr陸上 NE5 あいら陸上 NE5 さつま柏原 NE5 あいら陸上 かのやFSC･Jr 阿久根Jr陸上

6年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 中村　美貴子(6)  53m28 北園　真樹(6)  52m15 吉村　沙弥花(6)  51m95 濵田　佳実(6)  48m45 福脇　遥(6)  41m90 東新　千明(6)  41m12 内田　実来(6)  40m72 原田　紫乃(6)  39m44

隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 高山Jr陸上 高山Jr陸上 頴娃ｼﾞｭﾆｱ陸上 切通陸上 折多陸上 出水市陸上 切通陸上

NPE:県小学生新記録　PE5:県小学5年生新記録　NGR:大会新記録


