
第27回　南日本小・中学生陸上競技大会（小学生の部） 入 賞 者 一 覧 表
兼　第26回全国小学生陸上競技交流大会鹿児島県予選会 平成22年7月4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 4年100m 深水　皓斗(4) 14.59 松嵜　龍征(4) 14.71 福島　碧海(4) 14.88 岡本　将輝(4) 15.30 下境田　陽尚(4) 15.40 出水　遼太(4) 15.45 上村　亜伎通(4) 15.46 中井　大貴(4) 15.56

子 風:+0.3 かのやFSCｼﾞｭﾆｱ 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 高山Jr陸上ｸ 出水市陸上 出水市陸上 あいら陸上ｸ 津村陸上ｸ 栗野陸上

ト 5年100m 黒木　晃生(5) 13.90 橋元　優成(5) 14.39 新豊　航輝(5) 14.49 原口　大空(5) 14.86 上園　魁(5) 14.90 松山　勇斗(5) 14.94 上村　留世(5) 15.05 西別府　翔(5) 15.05

ラ 風:-0.1 かのやFSCｼﾞｭﾆｱ 野田陸上 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ 川内ｽﾎﾟｰﾂｸ01 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ 津村陸上ｸ 川内ｽﾎﾟｰﾂｸ01 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ

ッ 6年100m 米森　亮(6) 13.17 和泉　貢己(6) 13.57 折田　歩夢(6) 13.92 堀之内　徹平(6) 13.97 枦木　昌裕(6) 14.03 益満　俊輝(6) 14.10 萬福　良亮(6) 14.13 井手口　拓海(6) 14.55

ク 風:-0.8 吉野東陸上 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上ｸ 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 かのや寿北Jr陸上 川畑ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝ ﾋｵｷ ｳｨﾝｸﾞｱｽﾘｰﾄｸ ｳｨﾝｸﾞｱｽﾘｰﾄｸ

6年800m 友生　貴大(6)  2:19.61 遠矢　隼平(6)  2:32.54 徳重　秀人(6)  2:33.40 石山　大輝(6)  2:34.69 大野　龍輝(6)  2:34.96 福脇　昭也(6)  2:36.83 中薗　大河(6)  2:37.56 新村　定靖(6)  2:37.75

大勝小ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸ NPE NGR かのや寿北Jr陸上 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ かわなべｽﾎﾟｰﾂｸ 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上ｸ 高山Jr陸上ｸ 串木野西陸上 かのや寿北Jr陸上

80mH 大迫　昌司(6) 13.75 脇野　翔伍(6) 13.79 小磯　雄也(6) 14.52 伊東　拳太郎(6) 15.01 高田　雄大(6) 15.12 窪　雄大(6) 15.61 藤崎　椋介(6) 15.88 高吉　潤哉(6) 16.49

風:-0.3 阿久根陸上 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ 吉野東陸上 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上ｸ 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 頴娃ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ ｳｨﾝｸﾞｱｽﾘｰﾄｸ 頴娃ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ

共通 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 A 54.65 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上ｸ 54.75 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ A 54.79 吉野東陸上 A 54.92 かのやFSCｼﾞｭﾆｱ 55.41 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ A 55.61 ｳｨﾝｸﾞｱｽﾘｰﾄｸ A 55.81 阿久根陸上 A 56.67

4×100mR    浜崎　大輔(6)    大野　龍輝(6)    脇野　翔伍(6)    久保田　晃生(6)    瀬脇　叶(5)    西別府　翔(5)    萬福　良亮(6)    馬見塚　大樹(6)

   折田　歩夢(6)    和泉　貢己(6)    三反田　拓斗(6)    小磯　雄也(6)    黒木　晃生(5)    新豊　航輝(5)    井手口　拓海(6)    大迫　昌司(6)

   瀧ヶ平　隼輔(6)    大野　龍也(6)    篠原　史諭(6)    有村　拓斗(6)    竹之内　優汰(6)    徳重　秀人(6)    田畑　侑椰(6)    樫山　斗和(6)

   松田　拓也(6)    伊東　拳太郎(6)    西村　厚哉(6)    米森　亮(6)    篠原　三和人(5)    大坪　俊介(6)    末吉　晃希(6)    幸　信光(6)

男 共通走高跳 井上　椋也(6) 1m33 竹ノ内　佑輔(6) 1m25 吉村　宏輝(6) 1m20 岩元　大佳(6) 1m20 浜田　曹嗣(6) 1m20 小村　真太郎(6) 1m10 同順:堀之内　友哉(5) 1m10 福重　大青(6) 1m10

子 高山Jr陸上ｸ 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ 川内ｽﾎﾟｰﾂｸ01 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ 串木野西陸上 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ 高尾野陸上

フ 5年走幅跳 瓜田　蒼(5)   4m20 石原　龍聖(5)   4m14 北　拓実(5)   4m11 吉満　一真(5)   4m00 岩下　雄哉(5)   3m92 真邉　拓帆(5)   3m88 西牟田　啓太(5)   3m79 吉元　陽太郎(5)   3m76

ィ かのやFSCｼﾞｭﾆｱ -0.3 あいら陸上ｸ +0.3 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝ ｶｺﾞｼﾏ +0.9 川内ｽﾎﾟｰﾂｸ01 +0.1 出水市陸上 +0.3 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ +0.7 栗野陸上 +1.5 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ +0.0

｜ 6年走幅跳 山口　徹也(6)   4m72 竹之内　優汰(6)   4m53 浜崎　大輔(6)   4m39 大野　龍也(6)   4m29 三反田　拓斗(6)   4m27 馬見塚　大樹(6)   4m06 大上　拓海(6)   4m02 上村　夏樹(6)   3m88

ル 南九州Jr +0.4 かのやFSCｼﾞｭﾆｱ -0.1 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 +0.8 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上ｸ +0.5 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ +0.8 阿久根陸上 +0.4 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ +0.2 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 +0.7

ド 5年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 下屋　侑路(5)  50m03 安藤　優真(5)  48m31 川越　秀平(5)  46m62 松田　竜輝(5)  43m93 曽田　健造(5)  43m41 有村　悠冶(5)  41m84 朝来野　竜太(5)  39m94 池畑　喬至(5)  36m04

高山Jr陸上ｸ かのや寿北Jr陸上 かのや寿北Jr陸上 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 かのやFSCｼﾞｭﾆｱ 米ﾉ津陸上ｸ ﾁｪｽﾄ伊集院陸上 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ

6年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 田中　洸成(6)  69m65 渡　秀太(6)  63m37 追立　壮輝(6)  61m75 西村　厚哉(6)  56m42 中倉　健士郎(6)  54m34 北園　光(6)  51m21 梅北　大輔(6)  50m24 岩田　瑞希(6)  49m28

清水陸上 住用ﾗｲｵﾝｽﾞ 原良ｸ 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ かのや寿北Jr陸上 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ かのや寿北Jr陸上 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上

女 4年100m 森　夏美樹(4) 14.97 廣森　愛乃(4) 15.59 赤間　優里奈(4) 15.71 折尾　夏海(4) 15.76 外村　華(4) 15.79 杉下　楓月(4) 15.79 岡村　優那(4) 16.12 佐々木　穂花(4) 16.41

子 風:-0.1 春山陸上ｸ いぶすきS.C.陸上 ﾁｪｽﾄ伊集院陸上 いぶすきS.C.陸上 栗野陸上 折多陸上ｸ 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ 阿久根陸上

ト 5年100m 山下　萌(5) 13.73 植村　友美(5) 14.74 中村　彩華(5) 14.84 塗木　ひかる(5) 14.87 赤塚　海音(5) 14.95 髙木　美桜乃(5) 14.99 川路　紗和(5) 15.05 曽田　陽菜子(5) 15.17

ラ 風:0.0 かのやFSCｼﾞｭﾆｱ NGR ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝ ﾋｵｷ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝ ｶｺﾞｼﾏ 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ 津村陸上ｸ 太陽ｽﾎﾟｰﾂｸ 吉野東陸上 かのやFSCｼﾞｭﾆｱ

ッ 6年100m 土岐　実来(6) 13.67 黒木　美希(6) 14.00 鮫島　媛乃(6) 14.11 稲田　梨花(6) 14.27 井本　沙也香(6) 14.34 田島　乃愛(6) 14.35 外山　星羅(6) 14.60 中間　菜摘(6) 14.71

ク 風:0.0 津村陸上ｸ かのやFSCｼﾞｭﾆｱ 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ 吉野東陸上 米ﾉ津東小陸上部 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝ ｲｽﾞﾐ 米ﾉ津東小陸上部 吉野東陸上

6年800m 濱村　咲良(6)  2:34.47 三川　夕輝(6)  2:40.04 津留　萌音(6)  2:40.97 田口　ひかる(6)  2:43.36 里村　衣織(6)  2:44.07 神田　珠緒(6)  2:45.15 北方　優理(6)  2:48.43 東　瑞穂(6)  2:48.89

出水市陸上 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 かのや寿北Jr陸上 いぶすきS.C.陸上 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 高山Jr陸上ｸ SCC 春山陸上ｸ
80mH 園田　キララ(6) 14.66 山口　優萌(6) 14.80 柿園　奈穂(6) 14.89 西　千枝里(6) 14.92 鳩野　祥菜(6) 14.94 西　夏美(6) 15.12 上原　和香子(6) 15.16 井尻　あすか(5) 19.00

風:+0.2 あいら陸上ｸ 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 高山Jr陸上ｸ 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ 阿久根陸上 吉野東陸上 阿久根Jr陸上

共通 吉野東陸上 55.31 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ A 56.14 かのやFSCｼﾞｭﾆｱ 56.47 かのや寿北Jr陸上 57.31 あいら陸上ｸ 57.47 ﾁｪｽﾄ伊集院陸上 A 58.25 SCC B 59.23

4×100mR    上原　和香子(6)    田中　亜季(6)    小橋口　理子(5)    穂山　晴香(6)    勘場　唯(6)    下田平　彩七(6)    山口　百香(5)

   中間　菜摘(6)    川上　千聡(6)    黒木　美希(6)    三宅　杏樹(6)    園田　キララ(6)    ケーラー　テレサ(6)    田中　巴菜(6)

   西　理央(6)    小浜　安理沙(6)    曽田　陽菜子(5)    上村　彩華(6)    馬場　紀伽(6)    赤間　純奈(6)    堂園　莉紗(6)

   稲田　梨花(6)    鳩野　祥菜(6)    山下　萌(5)    山川　真由(6)    永重　実夕(6)    森　わかな(6)    北方　優理(6)

女 共通走高跳 西岡　莉緒(6) 1m25 富満　美月(6) 1m20 同順:村岡　栞理(6) 1m20 萩元　麻季(6) 1m20 ケーラー　テレサ(6) 1m20 福園　仁香(6) 1m10 竹原　琳香(6) 1m10 松本　七虹(6) 1m10

子 出水市陸上 高尾野陸上 高山Jr陸上ｸ 串木野西陸上 ﾁｪｽﾄ伊集院陸上 串木野西陸上 川内ｽﾎﾟｰﾂｸ01 川内ｽﾎﾟｰﾂｸ01

フ 5年走幅跳 小橋口　理子(5)   3m87 福永　理夏(5)   3m62 柿本　渚帆(5)   3m61 松園　侑里香(5)   3m56 福丸　奈緒(5)   3m55 新村　綾音(5)   3m49 濵田　沙恵理(5)   3m46 中村　菜々美(5)   3m44

ィ かのやFSCｼﾞｭﾆｱ +0.1 阿久根陸上 -0.3 ﾁｪｽﾄ伊集院陸上 +0.0 高山Jr陸上ｸ +0.0 出水市陸上 +0.0 高山Jr陸上ｸ -0.1 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ +0.2 阿久根陸上 +0.5

｜ 6年走幅跳 本郷　真凜(6)   4m18 森　わかな(6)   4m12 原田　里加(6)   4m10 三宅　杏樹(6)   4m07 小浜　安理沙(6)   4m04 田中　亜季(6)   3m99 外野　春菜(6)   3m87 日高　実乃里(6)   3m87

ル 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ +0.0 ﾁｪｽﾄ伊集院陸上 -0.2 SCC +0.3 かのや寿北Jr陸上 +0.3 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ +0.8 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ +1.2 高尾野陸上 +0.7 川内ｽﾎﾟｰﾂｸ01 -0.3

ド 5年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 中倉　愛理(5)  35m51 吉峰　樹(5)  27m83 湯舟　文香(5)  26m37 東福　美夕(5)  23m09 廣瀬　ちはる(5)  22m31 川崎　史佳(5)  12m27

かのや寿北Jr陸上 川畑ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ 川畑ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ ﾁｪｽﾄ伊集院陸上 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ ﾁｪｽﾄ伊集院陸上

6年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 永山　愛実(6)  50m21 上村　彩華(6)  44m75 神窪　愛(6)  35m19 境田　陽(6)  33m81 川上　千聡(6)  32m07 脇田　朱梨(6)  29m09 笠野　琉生(6)  27m21 坂元　智晴(6)  26m87

永山 かのや寿北Jr陸上 下水流陸上 清水陸上 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上ｸ 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上ｸ 清水陸上

NPE:県小学生新記録　NGR:大会新記録


