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第９回　鹿児島レディース陸上競技大会 入	 賞	 者	 一	 覧	 表
平成23年11月12日(土)

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 1年800m 萩崎　駿矢(1) 	 3:26.76 立迫　大徳(1) 	 3:29.77 内田　大成(1) 	 3:35.35 湯田　俊介(1) 	 3:37.25 松野下　大晴(1) 	 3:37.29 田原　怜旺(1) 	 3:39.73 原田　真生(1) 	 3:40.85 田ノ上　恭也(1) 	 3:45.83

子 高山Jr 八幡小 SCC 粟ヶ窪Jr陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁｪｽﾄ伊集院陸上 粟ヶ窪Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 粟ヶ窪Jr陸上ｸﾗﾌﾞ

ト 2年800m 西元　春輝(2) 	 3:07.56 寺井　悠晴(2) 	 3:08.43 田ノ脇　圭亮(2) 	 3:09.85 栫　佑成(2) 	 3:13.30 軸屋　浩志(2) 	 3:13.37 前原　俊介(2) 	 3:13.90 栫　孝成(2) 	 3:14.05 中尾　陽汰(2) 	 3:14.56

ラ 春山陸上 T.Y.C 粟ヶ窪Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ さつま柏原 春山陸上 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ 笠沙陸上

ッ 3年800m 種田　捷之介(3) 	 2:47.62 前原　駿(3) 	 2:49.77 橋口　健志郎(3) 	 2:50.45 外園　渚(3) 	 2:55.79 大竹　晃生(3) 	 3:00.39 野元　遼平(3) 	 3:00.88 木下　慶人(3) 	 3:00.92 萩崎　翔月(3) 	 3:04.27

ク 入来Ｊｒｓ 高山Jr あいら陸上ｸﾗﾌﾞ 花田小 生福陸上 生福陸上 あいら陸上ｸﾗﾌﾞ 高山Jr

4年800m 松木　聖直(4) 	 2:38.16 中島　琢登(4) 	 2:44.12 野村　昭夢(4) 	 2:46.16 大六野　光槻(4) 	 2:48.62 井之上　弘夢(4) 	 2:49.81 湯田　周平(4) 	 2:50.93 西田　遼平(4) 	 2:51.86 高木　慶介(4) 	 2:53.21

東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ あいら陸上ｸﾗﾌﾞ 有明小 生福陸上 花田小 粟ヶ窪Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ 寿北小

5年800m 今村　皇陽(5) 	 2:36.87 渕田　瑞貴(5) 	 2:37.07 荒武　真也(5) 	 2:37.83 山内　健登(5) 	 2:40.75 寺井　泰晴(5) 	 2:41.21 川﨑　麗央(5) 	 2:41.89 中村　怜(5) 	 2:42.87 中馬　彰太(5) 	 2:45.21

高山Jr 粟ヶ窪Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 柳迫小 妙円寺小 T.Y.C 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ 古仁屋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ

6年800m 木迫　大翔(6) 	 2:31.52 宮下　尚哉(6) 	 2:31.57 指宿　正登(6) 	 2:36.05 平嶺　浩紀(6) 	 2:37.00 松島　光(6) 	 2:39.89 郡山　陸(6) 	 2:40.07 前田　紘徳(6) 	 2:41.52 西迫　麟(6) 	 2:42.63

通山陸上 笠沙陸上 あいら陸上ｸﾗﾌﾞ 国分Jr 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ 粟ヶ窪Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 吉野東陸上 粟ヶ窪Jr陸上ｸﾗﾌﾞ

5・6年1500m 前原　匠(6) 	 4:50.32 蛭川　優輝(6) 	 4:54.36 松嵜　龍征(6) 	 4:54.90 福島　碧海(6) 	 4:55.34 川上　拓真(6) 	 5:01.91 大牟田　改(6) 	 5:06.13 橋口　有希羅(6) 	 5:09.56 松田　亮耶(6) 	 5:09.60

高山Jr 高山Jr 高山Jr 高山Jr 高尾野陸上 隼人Jr 生福陸上 隼人Jr

女 1年800m 山内　蘭(1) 	 3:18.22 松木　桃愛(1) 	 3:23.77 中須　愛麻(1) 	 3:25.78 西迫　蘭(1) 	 3:38.62 松崎　千穂(1) 	 3:48.24 川畑　由希(1) 	 3:48.60 雪丸　鈴(1) 	 3:54.79 田之脇　いな穂(1) 	 3:56.56

子 妙円寺小 NGR 吉野東陸上 さつま柏原 粟ヶ窪Jr陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁｪｽﾄ伊集院陸上 いぶすきｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 粟ヶ窪Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 粟ヶ窪Jr陸上ｸﾗﾌﾞ

ト 2年800m 江口　瑠(2) 	 2:58.68 迫田　梨々香(2) 	 3:12.78 平田　真都(2) 	 3:14.11 中森　楽和(2) 	 3:16.43 図師　遥那(2) 	 3:16.86 住吉　璃音(2) 	 3:19.01 福留　愛菜(2) 	 3:19.96 新名　春風(2) 	 3:20.71

ラ 曽於市陸上ｸﾗﾌﾞ SCC 隼人Jr 吉野東陸上 春山陸上 大口ｽｲﾑﾗﾝ SCC 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ

ッ 3年800m 福迫　姫花(3) 	 2:49.06 立迫　志穂(3) 	 2:58.66 田之頭　あかり(3) 	 2:58.71 芳田　紗佳(3) 	 2:59.80 古川　美音(3) 	 3:00.82 井上　ひらり(3) 	 3:01.65 宮田　麻依子(3) 	 3:02.50 橋野　光(3) 	 3:02.52

ク 高山Jr NGR 八幡小 粟ヶ窪Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 吉野東陸上 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ 西原JRC 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 太陽が丘ＪＳＣ

4年800m 大塚　茉璃乃(4) 	 2:46.01 中須　瑠菜(4) 	 2:46.20 田中　月(4) 	 2:50.99 福田　莉々(4) 	 2:52.58 図師　愛菜(4) 	 2:53.55 山内　李美(4) 	 2:58.65 大重　公海(4) 	 2:59.15 山下　沙捺美(4) 	 2:59.33

高山Jr さつま柏原 高山Jr SCC 春山陸上 ISC陸上ｸﾗﾌﾞ あいら陸上ｸﾗﾌﾞ 春山陸上

5年800m 堀口　ゆず(5) 	 2:43.10 指宿　玲那(5) 	 2:44.67 立迫　望美(5) 	 2:49.11 古川　結美(5) 	 2:49.42 東郷　佳那(5) 	 2:50.63 木下　莉那(5) 	 2:51.33 中村　彩乃(5) 	 2:51.42 山下　純怜(5) 	 2:52.15

曽於市陸上ｸﾗﾌﾞ さつま柏原 八幡小 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ ﾁｪｽﾄ伊集院陸上 あいら陸上ｸﾗﾌﾞ 吉野東陸上 吉野東陸上

6年800m 吉留　奈菜(6) 	 2:33.27 土岐　真莉亜(6) 	 2:33.33 福留　佳南(6) 	 2:40.48 久保　那奈(6) 	 2:41.50 平島　美来(6) 	 2:44.43 中村　優希(6) 	 2:44.61 廣庭　果子(6) 	 2:44.85 西田　明代(6) 	 2:45.90

ISC陸上ｸﾗﾌﾞ 津村陸上ｸﾗﾌﾞ DA☆DA	 KID'Sｸﾗﾌﾞ 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ 太陽が丘ＪＳＣ ISC陸上ｸﾗﾌﾞ 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ

5・6年1500m 平田　歩弓(6) 	 5:10.24 塩福　莉音(5) 	 5:16.50 北　麗奈(6) 	 5:18.62 樋口　真希(6) 	 5:21.08 前田　友理華(6) 	 5:25.58 山下　夏未(5) 	 5:27.81 西元　愛理(5) 	 5:31.45 上野　明日香(6) 	 5:33.41

隼人Jr 隼人Jr 高山Jr 高山Jr 高山Jr 高尾野陸上 春山陸上 隼人Jr

中学1年2000m 清水　遥加(1) 	 6:36.57 立山　莉緒(1) 	 6:41.31 戸木田　萌(1) 	 6:46.12 淵田　杏奈(1) 	 6:48.11 永田　蘭(1) 	 6:49.94 金丸　清香(1) 	 6:53.98 山本　舞香(1) 	 6:58.34 大川　菜々子(1) 	 6:59.57

出水中 NGR 横川中 横川中 青戸中 有明中 吉野中 鹿屋東中 赤木名中

中学2・3年３Km 倉岡　奈々(3) 10:12 奥　あぐり(3) 10:18 濱崎　優汐(3) 10:19 荒武　志織(2) 10:23 重山　七海(2) 10:25 永田　蓮(3) 10:27 一山　麻緒(3) 10:32 羽田　恵美(3) 10:35

吾平中 朝日中 赤木名中 末吉中 有明中 有明中 出水中 横川中

高校・一般５Km 濵田　美蘭(3) 16:37 西田　美咲(3) 16:37 永吉　百恵(2) 16:39 飛松　春香(1) 16:44 岸良　美周(3) 16:48 有馬　ほのか(2) 16:53 前之原　瑠衣(1) 16:55 倉津　円歌(2) 16:56

神村学園高 鹿屋体育大 神村学園高 神村学園高 神村学園高 鳳凰高 神村学園高 神村学園高

高山Jr 30:44.86 隼人Jr 31:40.31 春山陸上 32:52.32 高尾野陸上 33:15.99 生福陸上 34:09.24 SCC 36:08.91
ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰﾘﾚｰ
予　選　会
(男女合計)


