
第4回　鹿児島県陸上競技記録会 入 賞 者 一 覧 表
平成21年5月3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 高校・一般200m 村吉　星児(3) 22.39 中山　泰志(2) 22.47 尾上　清文(3) 22.52 鳥海　祥郎(3) 22.73 木原　真人(3) 22.85 西方　竜太郎(3) 22.87 平　豊(4) 22.91 桐原　悠也(1) 23.05

子 川薩清修館高 甲南高 出水中央高 高　知･鹿児島大 鹿児島南高 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･志學館大 川薩清修館高

高校・一般走高跳 南田　隼也(2) 1m90 山中　亮磨(1) 1m85 沖牟田　貴弥(3) 1m85 上村　匠(3) 出水高 1m80 大薗　晃平(1) 1m80 山下　拓郎(2) 1m75 大迫　拓輝(3) 1m75

鹿児島･鹿児島大 鹿児島商高 出水工高 同順:西　一成(2) 甲南高 鹿児島･鹿児島高専 加世田高 国分高

一般円盤投 濱田　正信(2)  42m44 日下田　良  39m57 塩田　裕玄(1)  33m46 森永　賢二  28m35 市野　拓郎  25m94 樫脇　伸太郎  23m54

(2.000kg) 長　崎･鹿児島大 鹿児島･リコー九州鹿児島支社鹿児島･志學館大 鹿児島･九電産業 鹿児島･鹿児島高専 鹿児島･鹿児島高専

高校円盤投 田中　大地(3)  41m75 森永　皓太(3)  34m86 深利　恭兵(2)  34m42 西丸　佳孝(2)  33m47 寺師　幸成(3)  33m10 山下　大輔(3)  30m98 川上　祥生(2)  29m18 桑山　忍(3)  28m69

(1.750kg) 鹿児島商高 NPH 鹿児島城西高 鹿児島商高 財部高 鹿屋工高 松陽高 鹿児島商高 鹿屋高

少年B3000m 高田　康暉(1)  8:44.77 桜木　健太(1)  8:57.51 下野　桂輔(3)  8:58.11 田脇　政彦(1)  8:58.79 永谷　勇介(1)  8:59.27 大迫　寛和(1)  9:00.27 中段　大輝(1)  9:04.07 高田　勇樹(1)  9:07.35

鹿児島実高 鹿児島実高 頴娃中 鹿児島実高 鹿児島商高 鹿児島城西高 鹿児島城西高 樟南高

少年B円盤投 堅道　一太朗(1)  31m15 鮫島　剣人(1)  30m61 有馬　祐将(1)  27m19 山之口　航(3)  23m85 原口　翼(3)  23m20 皿良　竜之介(3)  19m46

(1.500kg) 鹿児島商高 鹿児島商高 鹿児島商高 鴨池中 吹上中 国分中

高校・一般 鹿児島南高A  3:24.63 ＫＡＣ  3:24.69 出水中央高  3:29.91 松陽高A  3:30.87 鹿児島高専A  3:31.21 鹿児島高A  3:32.56 鹿児島南高B  3:32.62 出水高  3:34.60

4×400mR    村田　丈尚(2)    濱田　直史    山下　康輔(3)    岩尾　俊洪(3)    加藤　塁(4)    宮内　文哉(3)    関山　真弥(1)    高橋　輝(3)

   木原　真人(3)    七夕　正樹    尾上　清文(3)    黒木　一誠(3)    中島　佑太朗(5)    乗越　裕二郎(3)    前田　司(3)    船場　大地(1)

   廣瀨　晃一郎(3)    細川　正太郎    倉津　盛一(3)    和田　啓介(1)    田崎　力也(4)    江口　貴(1)    亘　航平(1)    上村　匠(3)

   森　嘉武斗(3)    郡山　健    脇　耕平(3)    森竹　勇介(3)    黒江　拓也(5)    山田　真也(2)    稲森　裕樹(1)    山道　渡(3)

中学1年1500m 大田　尚斗(1)  4:45.85 田脇　優成(1)  4:51.14 森　静哉(1)  4:53.06 上野　洸史郎(1)  4:57.60 平川　史紋(1)  5:00.88 山崎　翔平(1)  5:02.78 中村　隼人(1)  5:14.73 中段　賢人(1)  5:15.66

阿久根中 百引中 百引中 阿久根中 万世中 隼人中 阿久根中 市成中

中学 国分 46.22 高尾野 46.39 鹿児島玉龍 46.45 帖佐 46.68 米ノ津 46.77 和田 47.21 阿久根 47.38 川内北 47.95

4×100mR    瀬戸口　修平(3)    中島　健(3)    野間　海斗(3)    柏原　翔太(2)    高橋　諒(3)    野元　翔太(3)    大田　博貴(3)    津之浦　聖也(3)

   高橋　李生(1)    前田　佳樹(3)    山本　泰暉(3)    川邉　湧也(3)    濱　優希也(3)    福永　勇介(2)    鶴薗　功樹(2)    石原　寛明(3)

   森　琢磨(3)    溝上　勇太朗(3)    梅元　拓未(3)    大園　賢史郎(2)    本田　望(3)    松薗　祐太(2)    吉岡　立峰(2)    桑田　勇(2)

   高橋　賢也(2)    肘黒　智大(3)    安田　由稀(3)    宮内　志朗(3)    児島　玄聖(3)    仲村　翔(3)    越川　大勢(3)    市野　翔太郎(3)

四種競技 本村　旬(3)  1804 津之浦　聖也(3)  1391 佐野　雅季(3)  1293 石丸　勇気(2)  1286 谷口　諒弥(2)  1276 児玉　佑太(3)  1215 榎　京介(3)  1155

SCC 川内北中 紫原中 舞鶴中 志布志中 吹上中 志布志中

小学 ｳｨﾝｸﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞA 57.88 高尾野陸上A 58.23 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞA 58.30 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上A 58.64 出水市陸上A 59.67 ｳｨﾝｸﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞB 59.68 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上D 1:00.06 吉野東陸上A  1:01.09

4×100mR    冨永　翔哉(6)    野角　虎壱(6)    岩塚　竜慎(6)    木村　皇輝(6)    吉盛　大輔(6)    萬福　良亮(5)    脇野　翔伍(5)    砂田　星夜(6)

   濱崎　凌(6)    井出口　夏輝(6)    東條　莉央(6)    森川　将希(6)    吉田　大寿(6)    末吉　晃希(5)    三反田　拓斗(5)    稲森　智哉(6)

   安永　勇希(6)    門野　翔太(6)    益満　圭太(6)    田實　智也(6)    東　昇央(6)    田畑　侑椰(6)    篠原　史論(5)    片平　大雅(6)

   木下　一樹(6)    田上　翔太(6)    益満　俊輝(5)    山中　心(6)    竹内　仁哉(6)    藤崎　椋介(5)    伊谷　進太郎(5)    米森　亮(5)
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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 高校・一般200m 中村　恵理(M2) 25.36 川畑　桃子(1) 26.00 大久保　みどり(3) 26.10 竹山　由希子(3) 26.15 鳥原　有華(3) 26.16 中濱　愛美(4) 26.18 竹中　ひかる(1) 26.27 船場　瑞月(3) 26.28

子 鹿児島･鹿児島大 松陽高 鹿児島･志學館大 鹿児島女高 鹿児島女高 鹿児島･志學館大 松陽高 出水高

高校・一般1500m 田辺　千尋(3)  4:30.05 田山　絵理(2)  4:31.70 備　聖南(3)  4:33.78 柴田　彩香(3)  4:36.88 大倉野　愛(2)  4:38.61 西田　美咲(3)  4:38.96 苛川　華恵(3)  4:40.94 木原　成美(2)  4:41.62

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

高校・一般走高跳 堂之下　藍(3) 1m68 太原　千夏(3) 1m59 吉田　佳代 1m56 野入　莉子(2) 1m45 検校　美加(2) 1m40 前杉　智甫(2) 1m35 今村　沙希(2) 鹿児島高 1m30

鹿児島女高 鹿児島女高 KAC 武岡台高 加治木工高 福山高 同順:中島　愛(2) 鹿児島南高

高校・一般円盤投 中西　彩乃(3)  37m43 金丸　奈美(2)  32m99 池田　美乃里(3)  29m60 南　くらら(2)  29m33 石塚　浩恵(3)  28m52 池尾　美香(2)  27m06 石澤　照美(3)  26m39 廣盛　澄香(1)  25m60

鹿児島･志學館大 鹿児島女高 鹿児島女高 鹿児島女高 野田女高 岩川高 鶴翔高 大口明光学園高

高校・一般 鹿児島女子高A  4:00.00 松陽高A  4:09.51 出水高  4:09.55 川内高  4:12.59 鹿児島女子高B  4:13.80 鶴翔高  4:16.56 松陽高B  4:19.25 鹿児島南高  4:21.82

4×400mR    鳥原　有華(3)    上別府　志帆(3)    川俣　愛(3)    池ノ上　菜々(3)    川原　亜紀保(2)    石澤　仁美(3)    田尻　彩夏(3)    上野　未津紀(3)

   竹山　由希子(3)    川畑　桃子(1)    船場　瑞月(3)    軸丸　望梨(2)    南谷　優里(2)    川畑　優子(2)    渡邉　沙莉衣(2)    川原田　瑠奈(1)

   篠崎　留美(3)    竹中　ひかる(1)    永福　香帆里(2)    立宅　亜衣(2)    東　萌(1)    赤澤　吏穂(1)    坂上　理沙(2)    佐野　志帆(2)

   鳥原　早貴(3)    大村　明日香(3)    深谷　華菜(3)    平木　千絢(3)    村田　萌花(2)    宮路　柚佳(3)    溝口　理絵桂(3)    小城　愛(2)

中学 帖佐 50.45 城西 50.91 鴨池 51.28 舞鶴 52.22 阿久根 52.45 川内南 52.94 和田 53.00 加治木 53.29

4×100mR    鶴留　朋美(3)    田中　ふくさ(3)    瀬戸　あかり(3)    福浦　麻里菜(3)    川原　美穂(3)    鳥里　友利絵(2)    飯伏　咲弥花(3)    大野　星里菜(3)

   田原　明日香(3)    馬場　祐莉有(2)    一ノ宮　佐保(3)    山田　あかり(2)    尻無　あかり(2)    安田　早紀(2)    白澤　花穂里(3)    有馬　加奈子(2)

   下満　香菜(2)    山口　美里(2)    安藤　菜津実(3)    本村　優華(2)    大田　千晶(2)    寺園　彩花(2)    上野　紗希(2)    福田　有紀(2)

   新徳　香(3)    八木　優貴乃(3)    一ノ宮　志保(3)    野村　みのり(3)    倉津　円歌(2)    東條　未来(3)    坂中　沙耶花(3)    寺師　夏美(3)

四種競技 重信　瑠奈(3)  2422 大瀬　百恵(2)  2353 重信　玲奈(3)  2279 大漉　真衣(2)  2069 吉元　佑美香(2)  1985 鮫島　彩矢加(3)  1974 鍛治屋　彩也香(3  1916 岩﨑　遥(3)  1887

第一鹿屋中 NPC 鹿児島Jr 第一鹿屋中 阿久根Jr 鹿児島Jr 牧園中 川辺中 頴娃中

小学 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞA 58.01 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上A 59.12 阿久根陸上A 59.18 吉野東陸上B 59.46 出水市陸上A  1:00.65 出水市陸上B  1:01.09 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上C 1:01.23 ﾁｪｽﾄ伊集院陸上A  1:01.60

4×100mR    川越　美波(6)    本郷　真凛(5)    大平　未姫(6)    上原　和香子(5)    千年原　友香(6)    井上　瑠奈(6)    鳩野　祥菜(5)    前　仁美(6)

   東原　里夏(6)    鮫島　媛乃(5)    大河　光(6)    中間　菜摘(5)    一山　麻緒(6)    濱村　咲良(5)    田中　亜季(5)    今田　聖奈(6)

   松元　鈴花(6)    迫田　彩花(6)    尻無　まなみ(6)    西　理央(5)    前田　美穂(6)    吉海　奈々子(6)    川路　芽生(5)    内野　千紘(6)

   前田　彩圭(6)    永田　千夏(6)    西　夏美(5)    稲田　梨花(5)    平郡　優花(6)    岡部　遥(6)    小浜　安理沙(5)    池田　響子(6)


