
第1回　鹿児島県陸上競技記録会 入	 賞	 者	 一	 覧	 表
平成22年4月18日(日)

国分運動公園陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

男 中学2・3年	 1500ｍ 野村　峻哉(3) 	 4:15.10 吉永　竜聖(3) 	 4:15.95 田熊　慎(3) 	 4:18.97 出田　優斗(3) 	 4:24.73 福島　誠宜(2) 	 4:27.28 高木　駿介(3) 	 4:27.51 大友　翔太(2) 	 4:28.40 川野　猛(3) 	 4:29.33

子 有明 開聞 東谷山 川内中央 第一鹿屋 鹿屋東 大口南 大口

ト 少年A	 ５０００ｍ 市田　孝(3) 14:23.43 有村　優樹(3) 14:35.16 吉村　大輝(3) 14:39.89 高田　康輝(2) 14:43.45 市田　宏(3) 15:03.08 賀　光哉(3) 15:22.50 平嶺　美浩(3) 15:28.86 田中　君幸(2) 15:35.25

ラ 鹿児島実業 鹿児島実業 鹿児島実業 鹿児島実業 鹿児島実業 鶴翔 鹿児島実業 鹿児島商業

ッ 一般	 ５０００ｍ MBUTHIA　MURAYA(1) 14:38.26 中村　高洋 14:51.97 石川　徹平(1) 15:03.50 山下　奨平(1) 15:04.09 四俣　勇人 15:18.39 山下　和也(4) 15:20.21 田中　惇朗(4) 15:20.83 吉村　一樹 15:21.85

ク 第一工業大 京セラ鹿児島 第一工業大 第一工業大 曽於陸協 志學館大 鹿児島大 曽於陸協

一般	 １００００ｍ KIRAGU　NJUGUNA(1) 29:09.79 久保山　記年 30:17.37 松木　祐二(4) 30:30.99 早馬　仁 30:39.51 井上　智博(2) 30:48.60 谷口　亮(4) 30:54.79 鈴東　千弘 30:55.24 川　翔太 30:57.23

第一工業大 国分自衛隊 第一工業大 国分自衛隊 第一工業大 第一工業大 国分自衛隊 国分自衛隊

少年Ａ	 ５０００mW 羽生　将志(3) 22:29.57 寿　悠太(3) 24:10.51 内田　拓郎(3) 24:32.46 碇山　廉(3) 25:44.36 谷口　哲也(2) 26:43.34 中津川　了(3) 	 	 	 	 	 	 黒木　春那 17:57.60 櫻木　彩 18:09.36

鹿児島城西 鹿児島商業 鶴翔 鹿児島城西 鶴翔 鹿児島城西 DSQ ナンチク 鹿銀

一般	 ５０００mW 柳田　樹龍 22:30.47 中村　清五(4) 23:56.04 石原　彬(2) 25:08.19 柿本　翔吾(1) 25:40.28 14:50.39 加治屋　毅 14:51.09 宇都　邦和 14:51.96

あおいとり 志學館大 志學館大 志學館大 第一工業大 第一工業大

中学2・3年	 走幅跳 松田　敬佑(2) 	 	 6m17 稲付　武士(2) 	 	 5m98 草野　恒平(3) 	 	 5m78 前田　祥太郎(3) 	 	 5m63 谷口　隆成(3) 	 	 5m61 田之上　陵(3) 	 	 5m56 島元　涼平(3) 	 	 5m24 上大薗　文哉(2) 	 	 5m20

鹿児島Jr +0.3 垂水中央 +0.2 鹿児島Jr +0.3 西紫原 +0.2 伊敷 +0.1 頴娃 +0.7 国分南 -0.1 田崎 +0.1

女 中学2・3年	 1500ｍ 永吉　百恵(3) 	 4:46.38 三島　蓮(3) 	 4:49.88 野添　佑莉(2) 	 4:51.31 有里　咲紀(2) 	 4:57.78 杉元　美咲(3) 	 4:57.79 前之原　瑠衣(2) 	 4:57.81 上原　美幸(3) 	 5:01.24 福岡　愛香(2) 	 5:04.96

子 宮之城 百引 出水 百引 宮之城 第一鹿屋 皇徳寺 高山

ト 少年Ａ　３０００ｍ 田山　絵理(3) 	 9:27.04 田山　満理(3) 	 9:27.80 中村　尚香(2) 	 9:35.05 新原　彩(3) 	 9:35.13 薬師　かれん(2) 	 9:40.79 石窪　佳奈(3) 	 9:44.54 荻田　華奈(2) 10:13.57 家弓　明日可(2) 10:18.39

ラ 神村学園 神村学園 神村学園 鳳凰 神村学園 鳳凰 鳳凰 鳳凰

ッ 一般	 ５０００ｍ 井上　直子 17:13.65 今村　美穂 17:13.91 下ノ園　朋美 17:27.02 小村　仁美 17:37.28 花堂　若菜 17:41.46 新田　百恵 17:53.83 黒木　春那 17:57.60 櫻木　彩 18:09.36

ク ナンチク 鹿銀 ナンチク 鹿銀 ナンチク 鹿銀 ナンチク 鹿銀

少年Ａ	 ５０００mW 瀬筒　早紀(3) 25:36.88 木場　絵梨奈(3) 25:47.31 湯田　栞(3) 25:53.37 窪田　茉佑佳(3) 31:23.02 本村　瑠偉(2) 35:42.54

鹿児島女子 種子島中央 鹿児島女子 国分中央 国分中央

中学2・3年	 走幅跳 丸山　知夏(3) 	 	 5m18 山田　あかり(3) 	 	 4m86 牧山　友紀子(3) 	 	 4m65 田脇　瑠奈(2) 	 	 4m65 井上　彩花(2) 	 	 4m63 内田　実来(2) 	 	 4m50 福吉　美咲(3) 	 	 4m41 松園　佳奈美(2) 	 	 4m28

鹿児島Jr -0.2 舞鶴 -0.1 隼人 +0.1 百引 +0.6 出水 +0.0 出水 +0.3 加治木 -1.0 波野 -0.2


