
平成23年度　鹿児島県中学男子駅伝競走大会出走選手名簿 
No 学校名 1区(4km) 2区(3km) 3区(3km) 4区(3km) 5区(3km) 6区(4km)

1 松元 崎山　竜希(3) 徳永　涼人(1) 吉森　翔平(2) 木之下　翔平(2) 上籠　太一(2) 長瀬　絃人(2)

2 紫原 水流　薫平(2) 東元　渉(3) 川口　悠太郎(2) 坂元　亜士武(3) 城元　健吾(3) 吉田　翔(2)

3 鹿児島玉龍 尾之上　卓人(2) 野村　魁世(3) 吉永　俊貴(3) 上　慎太郎(2) 通山　聖悠(3) 永田　敦士(3)

4 伊敷台 桑本　悠生(3) 七村　祥平(2) 油田　真平(2) 中間　雄大(3) 王子野　誠(2) 中迫　純希(3)

5 東谷山 田中　龍太(3) 伊藤　健蔵(3) 小斉平　大樹(2) 長友　雄太朗(2) 福元　巧希(2) 竹下　和真(2)

6 谷山 原田　樹音(3) 田原　慶大(3) 島本　祐輔(2) 湯水　弦(2) 武田　海斗(2) 中川　槐(3)

7 頴娃 山脇　洸乃(3) 湯田　有記(3) 下野　祐征(3) 有馬　春稀(2) 上窪　洸士郎(2) 松元　平河(3)

8 川辺 石山　裕輝(3) 石山　大輝(1) 古市　峻大(2) 大川畑　幸来(1) 坂口　祐哉(3) 蔵前　知紘(2)

9 加世田 山崎　遊馬(3) 深水　耶真斗(3) 堂原　将道(2) 徳田　雄一郎(1) 大野　龍輝(1) 新澤　大誠(2)

10 南指宿 和田　佳大(2) 上田　直人(3) 肥後　光輝(2) 上敷領　雅人(2) 増元　祐一郎(3) 大重　伊於理(3)

11 市来 出木場　風吹(3) 豊田　強志(2) 松元　智矢(3) 内野　翔太(3) 内村　駿(3) 今田　翔太(3)

12 伊集院北 船倉　拓未(3) 久保　拓海(1) 牟田　佑太朗(2) 江口　奨汰(3) 吉里　友宏(3) 畠中　拓巳(3)

13 川内中央 安藤　輝(3) 入船　翔(2) 迫　諒馬(3) 安藤　主税(1) 西田　將太郎(3) 山元　凪(2)

14 宮之城 三重　悠晟(2) 大田　慎太郎(2) 中村　圭佑(2) 迫田　拓也(2) 草ノ瀨　大金(1) 大園　真司(3)

15 鶴田 下大迫　佑樹(3) 久保田　亮(3) 楠木園　健(3) 久留須　保壱(1) 上之園　雄一(3) 井川　寛士(2)

16 川内南 髙木　建一郎(3) 橋口　聖史(3) 田畑　純平(3) 村添　脩保(2) 曽木　孝樹(3) 富吉　海(3)

17 阿久根 大田　尚斗(3) 中村　大佑(3) 西　裕太(2) 濵﨑　雄磨(3) 松尾　遙(2) 上野　洸史郎(3)

18 米ノ津 瀬戸口　雄(3) 前田　康孝(1) 境田　一誓(3) 田頭　航平(3) 曽我部　勇斗(2) 町田　優太(3)

19 出水 山元　広大(3) 荒木　晃太(3) 和田　惇平(2) 柳田　純平(3) 橋口　徳謙(3) 内野　直人(3)

20 高尾野 松下　凌(3) 西　善樹(3) 湯田　涼太(3) 森枝　雄真(3) 鷺山　光輝(1) 出水　一輝(3)

21 栗野 藤崎　真伍(3) 羽祢田　凌(3) 内堀　佑哉(3) 新園　翔(3) 荒田　弘樹(3) 永山　博基(3)

22 加治木 千田　怜央(3) 大園　巧聖(3) 田丸　滉大(2) 田之上　稜(3) 内村　翔馬(2) 泊　健太(3)

23 国分 馬見塚　真央(2) 細山田　周平(3) 益口　拓也(2) 町浦　克海(2) 湯田　翔希(3) 八反田　琢人(3)

24 帖佐 鶴留　孝昭(3) 和田　直也(3) 新屋　匠(3) 河野　通士(2) 冨永　拓也(3) 大平　宙斗(3)

25 第一鹿屋 坂元　一仁(3) 松元　隆朗(3) 坂倉　恭平(1) 横山　喬亮(2) 郷原　仁成(2) 原園　翔(3)

26 輝北 森　静哉(3) 川原　幸也(2) 中段　賢斗(3) 安藤　魁里(3) 岩城　駿(3) 田脇　優成(3)

27 根占 中村　健人(3) 大中原　源(3) 田之頭　瑠偉(2) 谷口　直人(3) 野尻野　尚仁(3) 東　宏樹(2)

28 鹿屋東 櫨木　雄大(2) 上木　進伍(3) 馬場口　幹太(3) 新村　定靖(1) 末満　堅人(1) 福岡　滉大(2)

29 高山 今村　彪雅(2) 福脇　昭也(1) 藤田　健太郎(2) 杉本　涼(3) 隈元　雄太(3) 脇　雄大(1)

30 松山 徳増　真暉(3) 中堂薗　哲野(3) 安楽　達也(3) 大迫　拓斗(3) 山口　泰世(3) 中山　健太(3)

31 志布志 新谷　乃希(3) 永野　由人(3) 町田　優雅(3) 荒川　龍也(3) 岩崎　蓮(3) 今泉　綾人(3)

32 末吉 西田　孝幸(3) 稻留　涼斗(1) 川井田　絢星(2) 大窪　幸成(1) 内山　雄太(1) 吉山　公貴(2)

33 中央 牧　真寛(3) 鹿島　大夢(3) 星原　聖弥(3) 武田　寛喜(3) 川﨑　陽介(3) 大牟田　祐(3)

34 中種子 宮園　京太郎(3) 濱田　翔太(2) 折戸　正大(3) 居川　守(3) 日髙　光貴(3) 稲子　翔太(2)

35 和泊 武田 慎之介(3) 三島 聖矢(3) 林 昌樹(2) 大里 憲司(1) 山下 昴(3) 平 翔成(2)

36 朝日 平沼　光象(3) 中田　晃平(3) 榮　慶志郎(2) 山下　淳(3) 吉　三士郎(3) 乾　翼(2)

37 喜界第一 龍田　優斗(3) 吉沢　凜太郎(3) 萩原　望夢(2) 南　幸生(3) 黒田　祥平(2) 岩川　武蔵(3)

H23.11.10現在



平成23年度　鹿児島県中学女子駅伝競走大会出走選手名簿
No 学校名 1区(3Km) 2区(2Km) 3区(2Km) 4区(2Km) 5区(3Km)

1 谷山 茶圓　佳花(3) 伊藤　明日香(3) 松窪　理世(1) 下園　美希(3) 西野　憂音(3)

2 東谷山 重信　香澄(3) 日高　花歩(1) 伊藤　まりあ(2) 南　直菜子(3) 市来　幸(3)

3 伊敷 小原　諒子(3) 田中　巴菜(1) 溝口　さや夏(2) 上廣　真実(3) 日高　環奈(3)

4 西陵 花房　希望(3) 片平　光紗紀(3) 重　千波(3) 上水流　綺乃(3) 夏山　祥恵(3)

5 伊敷台 森　沙也香(2) 東　明日香(2) 有馬　沙希(3) 東　愛海(1) 山田　優衣(3)

6 吉野東 前田　千尋(3) 竹之内　みずき(3) 南園　葵(2) 松野　ひな子(2) 米森　あこ(2)

7 加世田 坂下　佳穂(3) 前園　由佳(2) 田中　友梨(3) 溝神　優里(2) 六田　愛梨(2)

8 川辺 鍛治屋　樹梨香(2) 西　咲綾(1) 大川畑　幸美(3) 三宅　真生(3) 藤崎　まりの(2)

9 頴娃 祝迫　美咲(3) 松崎　華(1) 下窪　瑞生(1) 松崎　菜桜(1) 樋渡　めぐみ(2)

10 金峰 大久保　咲希(3) 増田　希(1) 松木　朱音(3) 新川　美紀(3) 児玉　瑞希(1)

11 吹上 松枝　未代(3) 脇　恵美(3) 川畑　玲香(2) 眞竹　ひなの(2) 下園　理恵(3)

12 市来 山下　美憂(1) 久保　星亜羅(1) 原口　紗也夏(1) 村瀬　風南(1) 望月　奈緒(2)

13 薩摩 久保田　花奈(3) 村岡　美穂(3) 上別府　真由(3) 竹之内　望(3) 飛松　春香(3)

14 川内北 小田原　素子(2) 慶田　貴和美(2) 松本　七虹(1) 松本　紗弥(3) 安藤　有沙(2)

15 東郷 北野　幸穂(1) 久保　明日香(3) 小原　朋美(2) 下舞　佳純(3) 西俣　麗美(2)

16 鶴田 上大迫　みなみ(3) 甫立　玲菜(3) 福留　里麻(3) 岩﨑　舞(3) 甫立　麻里奈(2)

17 出水 野添　佑莉(3) 濱村　咲良(1) 平郡　優花(2) 内田　実来(3) 一山　麻緒(2)

18 米ノ津 南鶴　円華(2) 大平　瑞稀(1) 松本　舞香(1) 吉永　千夏(2) 松本　佳純(2)

19 高尾野 野原　夕貴(3) 溝口　弘恵(3) 松下　茉由　(1) 松﨑　美穂(3) 出村　陽実(1)

20 三笠 鎌田　敬子(1) 東　菜月(2) 杉下　咲華(1) 菊川　萌々花(1) 堂後　美幸(2)

21 横川 迫田　好奏(3) 立山　紗綾佳(3) 益地　佑里佳(3) 﨑元　佳代(3) 羽田　恵美(2)

22 隼人 三川　夕輝(1) 青山　佳代(2) 十亀　風帆(2) 斉藤　愛香(3) 小松　礼(3)

23 帖佐 黒木　菜央(2) 菊池　紗希(3) 中島　彩果(1) 宮田　果奈(1) 西　佳苗(2)

24 栗野 大倉野　未来(3) 田中　絵望(1) 川﨑　菜々(2) 山口　華奈(3) 川地　岬(3)

25 輝北 有里　咲紀(3) 安藤　祐希(1) 馬庭　優菜(3) 塚本　千里(1) 中間　莉子(2)

26 第一鹿屋 前之原　瑠衣(3) 山根　梨代(3) 中島　愛華(1) 吉元　美咲(2) 中村　和(3)

27 鹿屋東 前田　紗也佳(2) 田口　美咲(3) 津留　萌音(1) 竹下　聖華(3) 村場　友香(3)

28 吾平 倉岡　奈々(2) 有衛　奈月(2) 兒玉　千帆(2) 内鏡原　あいみ(1) 今吉　紗莉菜(3)

29 田崎 内村　舞織(2) 織田　志乃(2) 永田　美輝(3) 福元　真紀子(2) 西郷　優花(1)

30 末吉 荒武　志織(1) 橋元　花奈子(3) 田原　知佳(3) 宮下　七海(3) 上丸　実紗(3)

31 有明 野村　聖璃架(1) 坂元　智香(2) 福永　憂(2) 重山　七海(1) 永田　蓮(2)

32 大隅 堀口　あずき(2) 鍋山　夏季(2) 富濵　慈子(1) 前田　梨沙(2) 山下　果歩(3)

33 種子島 平園　和(2) 竹迫　樹李亜(2) 日高　晴菜(3) 向井　美奈子(2) 馬場　陽葉理(3)

34 南種子 日髙　悠希(1) 中野　絵里佳(3) 日髙　可奈子(3) 野首　希楽々(2) 田中　葵(3)

35 赤木名 野竹　ひなの(3) 濱崎　優汐(2) 榮　あかり(3) 山田　智菜美(2) 野島　由華(3)

36 朝日 奥　あぐり(2) 實島　伶奈(2) 吉松　胡美(2) 泉田　麻梨亜(1) 山本　慈(1)

37 喜界第一 嶺　弥里(1) 平　英里香(1) 登　海月(2) 森　こはる(2) 築　彩香(3)

H23.11.10現在


