
2011/11/1

No. ﾚｰﾝ 高 校 名 1 区 2 区 3 区 4 区 5 区 6 区 7 区 補 欠 １ 補 欠 ２ 補 欠 ３

1 4 鹿児島実業 高田　康暉(3) 福元　貴大(2) 下野　桂輔(2) 新地　生和(2) 片平　啓史郎(1) 西　純平(1) 北村　一摩(2) 上野　巧真(2) 三浦　大輝(2) 園田　将二(2)

2 12 鹿児島城西 野﨑　健人(3) 吉永　竜聖(1) 山下　省吾(3) 大迫　寛和(3) 南　翔鳳(3) 中段　大輝(3) 橋口　兼人(3) 永田　一馬(3) 淵之上　佑樹(2) 森　康平(2)

3 24 鹿児島商業 田中　君幸(3) 黒瀬　智史(3) 永谷　勇介(3) 永谷　公明(1) 瀬戸口　文弥(2) 日高　直樹(3) 森　俊也(2) 泊　翔也(2)

4 10 鶴翔 坂本　大志(1) 國島　毅(2) 永井　智大(3) 米澤　拓矢(3) 新村　雄星(3) 羽田　優基(3) 中原　拓海(3) 富永　和也(3) 坂本　貴大(2) 池田　智史(2)

5 29 樟南 高田　真樹(3) 瀬川　恵太(1) 宮国　拓斗(3) 新原　和真(3) 森下　司(1) 飯伏　慶(1) 大園　裕太(1) 上屋敷　了(2) 末満　博也(1) 福迫　和喜(1)

6 20 出水中央 石田尾　徹(2) 宇都　一真(2) 山　航平(2) 武田　洋一郎(2) 浦野　祐磨(3) 曽我部　大樹(2) 玉利　健志(1) 谷川　翔太(3) 長谷　康平(2) 小浦　洸佑(1)

7 25 尚志館 三島　顕祐(3) 東　大輔(3) 松村　佑磨(3) 川野　陽平(1) 富田　悠暉(3) 川添　敦樹(2) 福坪　啓泰(2) 皿良　晧(1) 田辺　響平(1) 谷口　諒弥(1)

8 2 鹿児島南 馬場　広大(3) 栗田　純乃輔(1) 水溜　将貴(1) 迫　啓介(2) 高吉　寿之(3) 瀬崎　竜生(1) 新村　健斗(2) 亘　航平(3) 関山　真弥(3) 西田　光(2)

9 6 鹿児島工業 三角　健太朗(2) 牧谷　彰大(3) 柳澤　里恭(2) 松元　克生(2) 上茂　悟(2) 大津　峻仁(2) 西村　潤一(1) 篠原　建(1) 前野　克治(2) 藺牟田　泰志(2)

10 16 志布志 野田　光希(3) 福永　謙太(2) 原口　琢朗(1) 立山　祥吉(1) 高吉　謙吾(2) 伊地知　孝徳(1) 伊藤　隼太(3) 前田　泰志(1) 片川　渋己(2) 小山　誠史(2)

11 32 鶴丸 池田　友哉(2) 新保　友啓(2) 富原　健太(1) 西　航一郎(2) 塚田　大昴(2) 上別府　颯一郎(1) 中間　大幹(2) 谷吉　和貴(1) 仮屋﨑　泰裕(1) 坂ノ上　裕大(1)

12 9 甲南 伊藤　龍志朗(2) 吉岡　一樹(2) 中野　弘章(2) 水流　凜太郎(2) 國生　誠(2) 古賀　琢朗(2) 畑中　拓海(2) 城　浩太(2) 林　昴史(2) 川口　諒太(1)

13 鹿児島 欠場

14 26 加治木 堀田　靖人(1) 田丸　将大(1) 竹山　晃平(2) 丸山　覚詞(1) 福丸　敬太(2) 瀬戸口　凌(2) 迫田　光太郎(2) 中崎　真之介(2) 岩元　美博(2) 中西　康介(1)

15 5 鹿屋 今吉　祐貴(2) 冨尾　雄大(1) 福島　誠宜(1) 原園　拓磨(1) 山下　工樹(1) 江口　佳孝(2) 牧原　史明(2) 小出水　康平(2)

16 18 種子島中央 髙田　蒼太(1) 立和名　一樹(2) 久保田　哲哉(1) 大槇　悠介(1) 砂坂　幸貴(2) 島崎　一啓(1) 上浦　毅洸(3) 野平　拓海(3) 川内田　玲央(1) 河野　一朗(1)

17 28 屋久島 岩川　航海(1) 鮫島　圭祐(3) 日高　翔(1) 岩川　進一(2) 田中　裕大(3) 河野　聖都(2) 荒木　優大(1) 小倉　祐介(3)

18 1 れいめい 中村　智明(2) 古市　裕樹(3) 藤本　孝顕(3) 山内　悠河(2) 永徳　一樹(2) 戸田　拓弥(3) 平原　嵩之(3) 永吉　勇斗(2)

19 17 鹿児島玉龍 永吉　悠(1) 溜　啓太(2) 益山　友博(2) 徳田　雅人(2) 西田　聡馬(2) 福崎　真也(2) 山本　泰暉(2) 池袋　誠矢(2) 大磯　裕也(1) 大内田　崇憲(1)

20 22 薩南工業 才原　滉輝(1) 福元　優貴(3) 宮里　智哉(3) 竹ノ内　達哉(2) 森山　晃利(2) 上村　広志(1) 高月　晶平(3) 中尾　大和(1) 馬場　祥真(1) 中村　尚徳(2)

21 15 出水 吉海　翔(2) 田上　凌(3) 松木　幹典(3) 徳留　悠己(1) 奥平　佳(3) 堀内　裕之(2) 益田　健司(2) 山下　賢人(1) 西田　直史(1) 吉岡　立峰(1)

22 7 伊集院 宮下　知也(2) 新福　一樹(2) 今田　尚輝(2) 有村　佳樹(2) 小辻　知嗣(2) 池満　拓司(2) 松下　舜(2) 迫口　碧樹(1) 東條　洸之(1)

23 31 指宿 紀　祐作(1) 上林山　雄矢(2) 湯田　健太(2) 田島　吉貴(1) 中俣　翔登(2) 髙吉　峻(2) 有馬　祐太朗(2) 川路　大湖(2) 吉村　翔(1)

24 23 加治木工業 新村　真広(1) 池上　正瑛(3) 大宮司　史也(1) 宮路　大輔(1) 山中　直樹(3) 池田　丈次(1) 小濱　剛士(3) 有水　方皇(1) 山下　大樹(1) 南　駿大(1)

25 14 川内 福重　泰輝(2) 桒丸　龍史(1) 福山　雄二郎(2) 石塚　寛隆(2) 山内　翔(1) 岩﨑　優介(2) 山田　健斗(1) 谷口　弦(2)

26 13 指宿商業 羽生　稔(1) 山崎　知也(1) 曽木　聖矢(1) 重信　蒼(1) 上原　康平(3) 中山　寿喜(3) 西川路　竣(2)

27 11 大島北 瀧田　幸平(2) 瀧田　優作(3) 萩原　佳太(3) 大瀬　優輝(2) 朝野　哲平(3) 萩原　悟(1) 大瀬　元気(1) 長　典明(3)

28 21 薩摩中央 橋本　晃太(2) 原　優介(3) 谷口　勝規(2) 福田　真也(2) 宮内　孝啓(2) 古賀　治樹(2) 井上　雄太(3) 市野　叔希(2) 森本　翔(1)

29 8 鹿屋工業 神田　大輔(2) 村山　隆磨(1) 梶原　康平(1) 藤田　賢吾(1) 山口　遼馬(2) 折小野　隼人(2) 上大薗　司(2) 田畑　祐作(2) 川路　高世(1)

30 3 鹿児島中央 三垣　貴史(2) 久留　航太(1) 森　陽平(2) 森山　健志(1) 内田　昴志(1) 川越　圭佑(2) 宮園　天明(1) 大庭　光平(2) 持増　浩輔(2) 吉田　幸平(1)

31 19 武岡台 馬場　貴之(1) 若杉　士擁才(2) 宮島　健斗(2) 丸山　正斉(1) 野村　寛人(2) 児玉　達哉(1) 福園　涼(2)

32 30 岩川 竹之内　友治(1) 隅元　一聖(1) 松﨑　洋樹(3) 大田　哲央(1) 瀬戸　祐太郎(2) 鮫島　凌(3) 竹之内　浩二(2) 馬庭　裕典(1) 有馬　一樹(2) 柴田　卓真(2)

33 27 鹿児島高専 石原　邑樹(3) 古市　剛大(1) 山口　和馬(2) 久保　大地(3) 片平　耕介(2) 竹迫　孝陽(2) 重田　達哉(2) 二見　隼人(2) 福留　光晟(1)
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No. ﾚｰﾝ 高校名 1区 2区 3区 4区 5区 補欠１ 補欠２ 補欠３

1 5 神村学園高等部 西山　のぞみ(2) 安富　美希(3) 中村　尚香(3) 薬師　かれん(3) 中原　海鈴(2) 濵田　美蘭(2) 岸良　美周(2) 永吉　百恵(1)

2 3 鳳凰 荻田　華奈(3) 家弓　明日可(3) 水盛　真紀(1) 有水　佳乃子(2) 田畑　友梨(3) 有馬　ほのか(1) 林　三紀子(1) 東　千夏(3)

3 11 鹿児島女子 上原　美幸(1) 宮崎　可菜(3) 吉松　佑芳(3) 曽山　しほ(3) 久保　愛結美(1) 三島　蓮(1) 小路　里奈(2) 軸屋　由貴(2)

4 8 出水中央 右田　愛(2) 宮﨑　杏奈(2) 新門　祐美(3) 宇田津　碧葉(2) 新田　夏未(3) 井島　怜子(1) 田中　あかり(1) 千年原　春奈(1)

5 18 樟南 下村　優依(1) 下石原　早希(1) 東　美順(3) 古市　貴子(2) 有留　蘭(1) 内倉　ひかる(1) 安冨　智子(3) 弓指　菜那(3)

6 4 国分中央 東鶴　玲未(1) 宮原　茉子(2) 前野　奈々(3) 枦山　志帆(2) 里山　睦(2) 山口　舞(3) 大柿　玲菜(2) 栗野　聖弓(1)

7 14 鹿児島南 徳留　絵里(2) 松元　有紀美(2) 春成　歩美(3) 樽野　莉奈(3) 佃　梨奈(1) 森川　美咲(1) 北園　歩美(1) 井上　輝心(1)

8 20 尚志館 竹井　志穂(3) 磯脇　星佳(3) 木迫　未來(2) 福満　葵(3) 加治木　智美(3) 岩松　舞香(3) 岩松　友里香(1) 原口　優紀(2)

9 2 甲南 堂園　安奈(2) 五嶋　万柚子(1) 寺内　愛(1) 寶樂　日菜子(2) 菖蒲谷　華(1) 猪八重　由実(2) 馬場　祐莉有(1) 森　小雪(1)

10 16 鹿屋 荻田　眞希(2) 鶴薗　優理恵(2) 大樂　唯(1) 北村　はるか(1) 後水流　咲彩(1) 古里　沙弥加(1) 野ヶ峯　虹(1) 小橋口　佑紀(1)

11 10 種子島中央 木場　穂奈美(2) 上田　萌(1) 立切　葵(2) 林　みな子(1) 村山　莉帆(1) 中村　夏子(2) 前田　玲奈(2) 市川　真意(1)

12 19 種子島 古田　琴美(2) 南　優花(1) 樗木　愛(2) 小川　桃花(1) 田上　みなみ(1) 橋元　舞(1) 園田　真愛(1)

13 7 鹿児島玉龍 尾之上　夏帆(2) 矢野　加奈子(1) 上原　蒔子(2) 福吉　祐希(2) 伊集院　綾乃(2) 内村　早央里(1) 中島　加奈子(2) 小城　亜弓(1)

14 9 川内商工 冨山　香奈子(2) 松山　こなつ(2) 横山　香奈(3) 岩戸　真衣(3) 長屋　葵(2) 中薗　桃子(2) 濵田　華帆(3) 森園　彩夏(2)

15 1 川内 平原　侑依(1) 早﨑　晴香(1) 福山　若葉(2) 濵田　明奈(2) 福井　美愉(2) 福山　香織(2) 榊　詩織(2)

16 13 鶴翔 髙木　結加(1) 餅越　亜由美(1) 赤澤　吏保(3) 瀬戸口　静香(2) 大堂　清香(1) 前河　未来(3) 肘黒　優希(3)

17 21 串良商業 北園　舞花(1) 田中　志歩(1) 北園　未来(2) 宮園　唯(1) 山下　聖羅(3) 川﨑　利恵(3) 加世田　舞(1)

18 15 鹿屋女子 中本　綾香(1) 邉志切　梨紗(1) 吉見　ｻﾛｰﾁｬ(1) 井手口　雅菜香(1) 田脇　奈津美(2) 新宅　奈々美(1)

19 17 志布志 假水　陽子(2) 上橋　葉月(2) 斉野　めい(2) 山形　真幸(1) 前田　ももこ(1) 伊佐　愛莉(2) 丸目　愛(1) 篠田　有希乃(1)

20 6 大島 友生　有紀(1) 榮　希利香(1) 三浦　彩(2) 福原　友芽(1) 池　実南(1)

21 12 指宿商業 山田　成美(2) 吉岡　眞愛(1) 田中　友里恵(1) 臼山　美咲(2) 中野　笑美花(2) 髙城　あすか(2)
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