
第10回鹿児島レディース陸上競技大会 入 賞 者 一 覧 表
平成25年11月23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 中馬　巧翔(1)  3:27.90 田原　弘二郎(1)  3:30.20 岡村　世空(1)  3:34.30 桑原　皓士(1)  3:37.77 西田　亘毅(1)  3:39.17 生野　郁哉(1)  3:48.75 立元　洸太(1)  3:50.23 塚崎　遥斗(1)  3:55.63

子 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞR ﾁｰﾑ三俣 ふくひらJAC SCC ﾁｪｽﾄ伊集院陸上 SCC 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞR 吉野東陸上

ト 2年800m 飯牟禮　孔暉(2)  2:59.45 外　晃輔(2)  3:02.23 勝田　高文(2)  3:02.25 勝田　晴風(2)  3:07.80 野嶽　樹人(2)  3:10.95 大内山　莉玖(2)  3:11.39 井上　幸希(2)  3:11.44 牧尾　優志(2)  3:13.73

ラ ﾁｪｽﾄ伊集院陸上 切通陸上ｽﾎﾟ少 高山ｼﾞｭﾆｱ ﾁｪｽﾄ伊集院陸上 吉野東陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝ 西原JRC 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞR

ッ 3年800m 小田　祥夢(3)  2:52.81 西元　春輝(3)  2:54.83 清藤　悠里(3)  2:55.21 田之脇　圭亮(3)  2:55.43 吉田　宏志郎(3)  2:57.60 中村　理久(3)  2:58.47 寺井　悠晴(3)  3:00.02 藤﨑　久喜(3)  3:02.33

ク 津村陸上 春山陸上ｸﾗﾌﾞ 坂之上ｸﾗﾌﾞ 粟ｹ窪Jr陸上 西原JRC 古仁屋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ T.Y.C 通山陸上ｽﾎﾟ少

4年800m 前原　駿(4)  2:33.44 種田　捷之介(4)  2:39.75 外園　渚(4)  2:44.66 橋口　健志郎(4)  2:46.42 古城　海斗(4)  2:49.73 楠原　憲太(4)  2:53.28 橋口　大翔(4)  2:53.34 畠中　颯太(4)  2:57.66

高山ｼﾞｭﾆｱ NGR 入来Jrs 吹上楽走ｸﾗﾌﾞ あいら陸上 西原JRC 大口ｽｲﾑﾗﾝ SCC ﾁｪｽﾄ伊集院陸上

5年800m 堀口　陽太(5)  2:35.93 毛下　大暉(5)  2:36.37 新有留　涼太(5)  2:37.05 大川　隼人(5)  2:40.38 松山　晃琉(5)  2:41.15 中島　琢登(5)  2:43.44 髙木　慶介(5)  2:43.55 湯田　周平(5)  2:44.90

N'sﾗﾝﾅｰｸﾗﾌﾞ 田崎小ｸﾗﾌﾞ 西原JRC 春山陸上ｸﾗﾌﾞ 東谷山小ｸﾗﾌﾞ あいら陸上 西原JRC 粟ｹ窪Jr陸上

6年800m 今村　皇陽(6)  2:23.62 鮫島　翔太(6)  2:23.63 新有留　優斗(6)  2:23.69 川﨑　麗央(6)  2:26.43 荒武　真也(6)  2:28.05 鳥越　吾蓮(6)  2:29.92 淵田　瑞貴(6)  2:29.97 中馬　彰太(6)  2:30.73

高山ｼﾞｭﾆｱ あいら陸上 西原JRC 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上 柳迫小ｸﾗﾌﾞ 西原JRC 粟ｹ窪Jr陸上 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞR

女 1年800m 川﨑　香奈美(1)  3:10.54 山下　れもん(1)  3:22.99 上　環(1)  3:28.59 西田　光江(1)  3:28.60 神田　美咲(1)  3:34.89 辻　きらり(1)  3:34.99 福迫　優愛(1)  3:36.58 飯牟禮　苺花(1)  3:39.54

子 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上 NGR 吉野東陸上 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞR 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ 春山陸上ｸﾗﾌﾞ 吉野東陸上 高山ｼﾞｭﾆｱ ﾁｪｽﾄ伊集院陸上

ト 2年800m 松木　桃愛(2)  3:00.42 山内　蘭(2)  3:06.16 石川　晴佳(2)  3:07.36 中須　愛麻(2)  3:13.05 石川　佳美(2)  3:13.16 久富木　万恵(2)  3:13.85 徳重　花恋(2)  3:15.37 長谷川　凜佳(2)  3:16.77

ラ 吉野東陸上 妙円寺小クラブ 西原JRC さつま柏原 西原JRC ﾁｪｽﾄ伊集院陸上 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞR 吉野東陸上

ッ 3年800m 松島　明里(3)  2:57.50 迫田　梨々香(3)  3:00.61 中森　楽和(3)  3:01.50 住吉　璃音(3)  3:03.93 川原　千佳(3)  3:04.86 廣川　智美(3)  3:05.82 新名　春風(3)  3:06.10 中村　望愛(3)  3:06.88

ク 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ SCC 吉野東陸上 大口ｽｲﾑﾗﾝ SCC 重富小ｸﾗﾌﾞ 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞR いぶすきｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

4年800m 福迫　姫花(4)  2:43.33 田之頭　あかり(4)  2:51.63 森山　七海(4)  2:51.96 渡邉　茉佳(4)  2:52.97 立迫　志穂(4)  2:54.07 井上　ひらり(4)  2:54.19 大内山　朱莉(4)  2:55.57 古川　美音(4)  2:56.22

高山ｼﾞｭﾆｱ NGR 粟ｹ窪Jr陸上 SCC 古仁屋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 八幡小ｸﾗﾌﾞ 西原JRC ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝ 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ

5年800m 中須　瑠菜(5)  2:40.42 大塚　茉璃乃(5)  2:44.50 田中　月(5)  2:44.97 福田　莉々(5)  2:45.47 山内　李美(5)  2:46.42 吉永　菜乃(5)  2:46.79 津曲　啓(5)  2:47.68 図師　愛菜(5)  2:48.76

さつま柏原 高山ｼﾞｭﾆｱ 高山ｼﾞｭﾆｱ SCC ISC陸上ｸﾗﾌﾞ ISC陸上ｸﾗﾌﾞ 高山ｼﾞｭﾆｱ 春山陸上ｸﾗﾌﾞ

6年800m 堀口　ゆず(6)  2:31.90 西元　愛理(6)  2:37.10 米澤　杏樹(6)  2:39.23 東郷　佳那(6)  2:41.48 神園　桃花(6)  2:41.75 立迫　望美(6)  2:47.15 木下　莉那(6)  2:49.12 髙吉　芹香(6)  2:50.23

N'sﾗﾝﾅｰｸﾗﾌﾞ 春山陸上ｸﾗﾌﾞ N'sﾗﾝﾅｰｸﾗﾌﾞ ﾁｪｽﾄ伊集院陸上 西原JRC 八幡小ｸﾗﾌﾞ あいら陸上 粟ｹ窪Jr陸上

中学1年2000m 平田　歩弓(1)  6:41.59 原田　まつり(1)  6:44.35 松永　珠緒(1)  6:48.65 倉岡　萌々(1)  7:01.46 吉留　小葉(1)  7:04.93 羽田　満愉美(1)  7:05.01 床波　美咲(1)  7:07.23 宮田　梨奈(1)  7:09.84

隼人中 田崎中 桜丘中 吾平中 田崎中 横川中 横川ATG SCC

中学2・3年3000m 重山　七海(3) 10:06.07 荒武　志織(3) 10:11.24 清水　遥加(2) 10:12.36 戸木田　萌(2) 10:12.58 金丸　清香(2) 10:12.86 大津　雛乃(2) 10:18.41 大川　菜々子(2) 10:23.54 中島　愛華(3) 10:23.69

有明中 末吉中 出水中 横川中 吉野中 重富中 奄美SRC 第一鹿屋中

高校・一般5000m 有馬　ほのか(3) 16:30.75 西田　美咲(4) 16:46.13 水盛　真紀(3) 17:00.38 岩下　和加 17:02.17 立山　沙綾佳(2) 17:04.60 林　三紀子(3) 17:05.38 久保　愛結美(3) 17:15.50 有水　佳乃子 17:16.24

鳳凰高校 鹿屋体育大学 鳳凰高校 ﾅﾝﾁｸ 鹿児島女子高校 鳳凰高校 鹿児島女子高校 鹿児島銀行

EPR:県小学生タイ記録
NGR:大会新記録

EGR:大会タイ記録


