
平成22年度　第2回　鹿児島県陸上競技記録会 入 賞 者 一 覧 表
平成22年4月25日(日)

伊集院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 高校　100m 中山　泰志(3) 10.86 山口　竜哉(2) 11.09 東　克俊(2) 11.20 濱田　達也(2) 11.24 同順:橋元　晃志( 11.24 和田　啓介(2) 11.37 佐拔　勇生(2) 11.39 ※ 11.40

子 甲南 -0.4 鶴翔 2.9 出水 -0.4 松陽 2.6 川薩清修館 -0.4 松陽 -0.4 鹿児島城西 -0.4

一般　100m 川路　龍世(3) 11.01 児玉　安昭 11.03 福山　廣大(4) 11.20 平田　俊幸 11.24 西方　竜太郎(4) 11.25 内田　大介 11.28 松元　龍之介(3) 11.33 大津　正裕(2) 11.35
鹿児島･鹿児島大 +0.0 鹿児島･鹿児島ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.0 鹿児島･鹿児島大 +0.6 鹿児島･ＴＮО +0.6 鹿児島･鹿児島大 +0.0 鹿児島･鹿児島ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.0 鹿児島･志學館大 +0.0 鹿児島･鹿児島国際大 +0.6

高校　400m 村田　丈尚(3) 48.99 中山　泰志(3) 51.08 下敷領　耕平(2) 51.22 関山　真弥(2) 51.44 豊　竜誠(2) 51.51 船場　大地(2) 51.60 東　克俊(2) 51.65 福留　陽(3) 51.81

鹿児島南 甲南 鹿児島南 鹿児島南 加治木 出水 出水 加治木

一般　400m 郡山　健 49.17 濱　貴博 50.96 安徳　裕介(2) 51.15 本田　公一(2) 52.14 細川　正太郎 52.60 森　嘉武斗(1) 52.61 大津　卓也(4) 52.67 牛島　健太(1) 54.42
鹿児島･鹿児島ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 鹿児島･京セラ鹿児島 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･志學館大 鹿児島･鹿児島ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 鹿児島･志學館大 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･志學館大

中学2・3年　800m 吉永　竜聖(3)  2:01.33 田熊　慎(3)  2:04.33 出田　優斗(3)  2:06.49 川野　猛(3)  2:09.05 西村　潤一(3)  2:09.28 宮下　透(3)  2:09.29 吉峯　拓哉(3)  2:09.85 坂元　一仁(2)  2:10.87

開聞 東谷山 川内中央 大口 田崎 大口南 加治木 第一鹿屋

高校　1500m 市田　孝(3)  3:53.74 有村　優樹(3)  3:54.05 高田　康輝(2)  3:57.21 大六野　秀畝(3)  4:00.34 吉村　大輝(3)  4:01.90 賀　光哉(3)  4:04.07 平嶺　美浩(3)  4:05.32 中原　拓海(2)  4:05.78

鹿児島実業 鹿児島実業 鹿児島実業 鹿児島城西 鹿児島実業 鶴翔 鹿児島実業 鶴翔

一般　1500m KIRAGU NJUGUNA(3)  3:53.60 山元　稜(3)  3:53.91 中村　高洋  3:54.75 池谷　竜(2)  3:57.78 大貫　隼世(2)  3:58.25 田原　貴史(2)  3:59.07 龍崎　唯一(4)  3:59.86 MBUTHIA MURAYA(1)  4:00.43

鹿児島･第一工業大 鹿児島･第一工業大 鹿児島･京セラ鹿児島 鳥　取･鹿屋体育大 熊　本･鹿屋体育大 広　島･鹿屋体育大 京　都･鹿屋体育大 鹿児島･第一工業大

中学2・3年　走高跳 並松　優也(3) 1m73 久保　敬寛(3) 1m65 山田　大(3) 1m65 前田　祥太郎(3) 1m60 畑中　志洋(3) 1m60 中原　大和(2) 1m60 鳩野　泰己(1) 1m60 米森　一樹(2) 1m45

伊集院 帖佐 大隅 西紫原 出水 東谷山 鴨池 南

高校　三段跳 谷山　宗敬(3)  14m21 原田　恵太(3)  13m21 山田　隼司(2)  12m98 山中　亮磨(2)  12m77 内門　裕貴(3)  12m59 中島　健(1)  12m13 溝上　勇太朗(1)  11m90 白坂　眞也(2)  11m61

鹿児島南 +0.9 鹿児島商業 +0.7 鹿児島南 +0.2 鹿児島商業 +1.3 出水 +1.2 鹿児島商業 +2.1 鹿児島商業 +2.9 鹿児島工業 +4.1

一般　三段跳 永野　亮太(4)  14m24 江口　努(1)  13m74 西田　伊織  13m57 南田　隼也(3)  13m38 立石　太介  12m80

鹿児島･鹿児島大 +0.3 鹿児島･鹿児島国際大 +0.4 鹿児島･イケダパン -1.1 鹿児島･鹿児島大 -0.2 鹿児島･G-KNOCKｻｰﾋﾞｽ +0.8

中学2・3年 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 福留　昂大(3)  39m62 橋口　聖史(2)  37m31 荷掛　文弥(3)  33m24 小坪　紫陽(3)  30m67 榎木　博一(3)  22m90 迫田　敦(3)  22m66 前川　寛斉(3)  22m11 内田　大暁(2)  20m50

頴娃別府 川内南 田崎 出水 生冠 吉野東 西紫原 川内北

高校　砲丸投 深利　恭兵(3)  13m49 川上　祥生(3)  12m75 富浜　和都(2)  12m35 有馬　祐将(2)  12m15 入江　真司(1)  11m38 鮫島　剣人(2)  11m02 西山　憲仁(3)  11m01 堅道　一太朗(2)  10m88

鹿児島商業 鹿児島商業 出水 鹿児島商業 鹿児島商業 鹿児島商業 財部 鹿児島商業

一般砲丸投 岩川　敬市(3)   9m15

鹿児島･鹿児島国際大

女 高校　100m 竹中　ひかる(2) 12.45 﨑向　真夕(3) 12.55 寺地　由真(2) 12.56 坂上　理沙(3) 12.90 上野　薫乃(3) 12.93 渡邉　沙莉衣(3) 12.94 一ノ宮　佐保(1) 12.98 同順:野上　美輝(2) 12.98

子 松陽 -1.1 鹿児島女子 -1.1 川薩清修館 -1.1 松陽 -1.1 鹿児島女子 -1.1 松陽 0.9 鹿児島女子 0.9 鹿児島 -1.1

一般　100m 永野　麻里(M2） 12.21 岩坪　由紀(2) 12.46 大久保　みどり(4) 12.67 中村　恵理 12.77 上村　真弓 13.15 酒瀬川　里美 14.50

風:-0.2 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･志學館大 鹿児島･鹿実高教員 鹿児島･鹿大医学部 鹿児島･ＳＣＣ

中学2・3年　800m 三島　蓮(3)  2:18.95 野添　佑莉(2)  2:21.66 前之原　瑠衣(2) 2:21.70 高木　結加(3)  2:22.29 福岡　愛香(2)  2:24.89 有里　咲紀(2)  2:24.97 上原　美幸(3)  2:25.71 鹿倉　なおみ(3)  2:26.48

百引 出水 第一鹿屋 川内南 高山 百引 皇徳寺 小瀬田

高校　1500m 薬師　かれん(2)  4:34.41 新原　彩(3)  4:34.68 中村　尚香(2)  4:35.14 石窪　佳奈(3)  4:35.60 安富　美希(2)  4:36.41 大中原　麻衣(2)  4:37.93 満枝　まどか(3)  4:41.78 西山　のぞみ(1)  4:42.17

神村学園 鳳凰 神村学園 鳳凰 神村学園 神村学園 鹿児島女子 神村学園

一般　1500m 西薗　祐貴子(4)  4:39.98 井上　直子  4:41.87 黒木　春那  4:47.97 花堂　若菜  4:52.59 馬見塚　悠(2)  4:52.97 下ノ園　朋美  4:54.00 木戸　美里(3)  4:54.73 森崎　未来  5:24.64

鹿児島･鹿屋体育大 鹿児島･ナンチク 鹿児島･ナンチク 鹿児島･ナンチク 鹿児島･志學館大 鹿児島･ナンチク 福　岡･鹿屋体育大 鹿児島･ナンチク

中学2・3年　走高跳 山下　菜月(2) 1m45 前野　菜月(3) 1m40 城　香南子(3) 1m35 同順:牧山　友紀子 1m35 同順:福原　璃美( 1m35 岩戸　由依華(2) 1m35 井戸田　零(2) 1m35 川平（鴨池）・田中（西紫原） 1m30

鹿児島Jr 牧園 加治木 隼人 紫原 出水 鴨池 中村（第一鹿屋） 同順

一般　三段跳 吉田　加代  11m70

鹿児島･京セラ鹿児島 -3.3

中学2・3年 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中原　舞(3)  24m26 松原　美里(2)  24m20 濵田　佳実(2)  23m38 西野　恵理(2)  22m60 守永　彩夏(3)  20m62 樋渡　奏(3)  18m21 牧山　友紀子(3)  18m08 濵屋　明日香(3)  16m55

帖佐 出水 頴娃 出水 吾平 頴娃 隼人 紫原

高校　砲丸投 南　くらら(3)  11m33 廣盛　澄香(2)  11m00 金丸　奈美(3)  10m67 大山　翠(2)  10m10 諸留　美和(2)  10m06 川畑　美和子(2)   9m17 堀脇　菜央(2)   8m64 東木　玲奈(2)   8m56

鹿児島女子 大口明光学園 鹿児島女子 大口明光学園 鹿児島南 鹿児島女子 鹿児島女子 加治木工業

一般　砲丸投 中西　彩乃(4)  11m58 池田　美乃里(1)  11m33 後田　あやめ   9m73
鹿児島･志學館大 鹿児島･志學館大 鹿児島･山口大学

※高校男子100m 第8位は同記録者多数のため，詳細は記録集を参照のこと。


