
第1回　鹿児島県陸上競技記録会 入	 賞	 者	 一	 覧	 表
平成23年4月10日(日)

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 中学2・3年	 1500m 永山　博基(3) 	 4:15.14 森　静哉(3) 	 4:16.76 山脇　洸乃(3) 	 4:19.84 松元　平河(3) 	 4:20.93 坂元　一仁(3) 	 4:22.39 三重　悠晟(2) 	 4:25.06 田脇　優成(3) 	 4:26.90 大友　翔太(3) 	 4:27.18

子 栗野中 輝北中 頴娃中 頴娃中 第一鹿屋中 宮之城中 輝北中 大口南中

ト 少年A	 5000m 田中　君幸(3) 15:11.79 森　俊也(2) 15:20.65 永谷　勇介(3) 15:22.53 宮國　拓斗(3) 15:24.87 福元　貴大(2) 15:27.13 米澤　拓矢(3) 15:35.89 坂本　貴大(2) 15:39.13 鎌田　裕幸(3) 15:43.43

ラ 鹿児島商業高 鹿児島商業高 鹿児島商業高 樟南高 鹿児島実業高 鶴翔高 鶴翔高 樟南高

ッ 一般	 5000m KIRAGU　NJUGUNA 14:08.10 坂中　伸作 15:08.26 平田　圭(1) 15:09.01 樺島　裕貴(1) 15:15.02 引地　剛 15:16.27 四俣　勇人 15:16.81 中村　高洋 15:28.81 雪丸　雄大 15:37.85

ク 鹿児島･第一工業大 鹿児島･鹿児島陸協 鹿児島･鹿屋体育大 鹿児島･第一工業大 鹿児島･京セラ鹿児島 鹿児島･曽於陸協 鹿児島･京セラ鹿児島 鹿児島･三豊機工

一般	 10000m NJERI　STEPHEN 28:52.34 山元　綾(4) 30:45.29 横尾　剛(4) 31:14.34 中條　幸大(4) 31:30.29 有木　美浩(4) 31:33.44 井上　智博(3) 31:47.94 藤本　和秀 31:48.00 宮脇　悠伍(4) 31:52.47

鹿児島･第一工業大 鹿児島･第一工業大 鹿児島･第一工業大 鹿児島･第一工業大 鹿児島･志學館大 鹿児島･第一工業大 宮　崎･五ヶ瀬ﾜｲﾅﾘｰ 東　京･鹿屋体育大

少年A	 5000mW 谷口　哲也(3) 23:26.75 山下　省吾(3) 24:15.40 櫻井　大貴(3) 24:15.99 田之頭　貴臣(3) 26:03.10

鶴翔高 鹿児島城西高 都城商業高 鹿児島城西高

一般	 5000mW 柳田　樹龍 22:55.77 中谷　勇人(2) 22:57.95 石原　彬(3) 24:15.41 内田　拓郎(1) 24:15.65

鹿児島･鹿児島陸協 鹿児島･鹿屋体育大 鹿児島･志學館大 鹿児島･志學館大

中学2・3年	 走幅跳 松田　敬佑(3) 	 	 6m40 稲付　武士(3) 	 	 6m24 戸越　正孝(3) 	 	 6m10 黒永　祐太(3) 	 	 5m80 出之口　高樹(3) 	 	 5m60 神田　翔太郎(3) 	 	 5m53 前田　紘毅(3) 	 	 5m50 小濵　凜(3) 	 	 5m48

鹿児島Jr +0.5 垂水中央中 +1.0 国分中 +1.7 鹿児島玉龍中 +1.8 帖佐中 +0.7 牧園中 +2.2 帖佐中 +1.6 加治木中 +1.3

女 中学2・3年	 1500m 野添　佑莉(3) 	 4:40.21 野竹　ひなの(3) 	 4:40.77 前之原　瑠衣(3) 	 4:48.20 有里　咲紀(3) 	 4:50.26 前田　紗也佳(2) 	 4:52.07 大倉野　未来(3) 	 4:52.25 中間　莉子(2) 	 4:54.23 福岡　愛香(3) 	 4:54.93

子 出水中 奄美SRC 第一鹿屋中 輝北中 鹿屋東中 栗野中 輝北中 高山中

ト 少年A	 3000m 荻田　眞希(2) 10:52.52 竹井　志穂(3) 11:01.69 松元　有紀美(2) 11:03.45 前野　奈々(3) 11:07.25 勝久　美菜子(2) 11:08.59 加治木　智美(3) 11:09.41 徳留　絵里(2) 11:15.91 前河　未来(3) 11:17.98

ラ 鹿屋高 尚志館高 鹿児島南高 国分中央高 甲南高 尚志館高 鹿児島南高 鶴翔高

ッ 一般	 5000m 馬見塚　悠(3) 17:17.45 神園　莉緒 17:24.19 藤田　千尋(2) 17:24.22 西田　美咲(2) 17:29.62 玉置　友耶(1) 17:37.13 今村　美穂 17:45.27 崎浜　絵美(3) 17:52.43 小村　仁美 18:05.35

ク 鹿児島･志學館大 鹿児島･鹿銀 鹿児島･鹿屋体育大 鹿児島･鹿屋体育大 鹿児島･鹿屋体育大 鹿児島･鹿銀 沖　縄･鹿屋体育大 鹿児島･鹿銀

少年A	 5000mW 立山　優惟(2) 26:31.00 木場　穂奈美(2) 28:21.44 中馬　薫(3) 28:56.54 本村　瑠偉(3) 32:19.88

鹿児島女子高 種子島中央高 国分中央高 国分中央高

中学2・3年	 走幅跳 内之倉　由美(3) 	 	 5m59 山下　菜月(3) 	 	 4m97 田脇　瑠奈(3) 	 	 4m89 内田　実来(3) 	 	 4m88 豊村　真由(2) 	 	 4m83 稲付　清楓(2) 	 	 4m79 園田　由樹(2) 	 	 4m76 松村　菜々花(2) 	 	 4m72

西紫原中 +1.4 鹿児島Jr +1.9 輝北中 +2.3 出水中 +1.2 鹿児島Jr +1.3 垂水中央中 +1.8 輝北中 +1.3 紫原中 +1.7


