
第第第第30303030回回回回　　　　南日本小南日本小南日本小南日本小・・・・中学生陸上競技大会中学生陸上競技大会中学生陸上競技大会中学生陸上競技大会（（（（小学生小学生小学生小学生のののの部部部部）））） 入 賞 者 一 覧 表入 賞 者 一 覧 表入 賞 者 一 覧 表入 賞 者 一 覧 表
兼兼兼兼　　　　第第第第29292929回全国小学生陸上競技交流大会鹿児島県予選会回全国小学生陸上競技交流大会鹿児島県予選会回全国小学生陸上競技交流大会鹿児島県予選会回全国小学生陸上競技交流大会鹿児島県予選会 平成25年7月14日(日)

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 4年100m 井上　智善(4) 14.81 大塚　蒼生(4) 14.99 種田　捷之介(4) 15.21 山口　大輝(4) 15.29 今村　蓮(4) 15.34 村留　洸輝(4) 15.38 東　怜音(4) 15.44 倉津　貴久(4) 15.60

子 風:+0.2 西原JRC 阿久根陸上 入来JRS 鹿児島Jr陸上 吉野東陸上 志布志Jr陸上 春山陸上 阿久根陸上

ト 5年100m 白木　拓馬(5) 13.37 飯尾　太一(5) 14.06 吉村　雄貴(5) 14.12 平藪　慎海(5) 14.36 藤﨑　隆斗(5) 14.48 寺園　拓真(5) 14.79 西牟田　駿(5) 14.94 矢野　祟宇(5) 14.97

ラ 風:+0.8 高山Jr陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 国分Jr陸上 出水市陸上 米ﾉ津陸上 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 野田陸上 高山Jr陸上

ッ 6年100m 矢野　智之(6) 13.35 鮫島　翔太(6) 13.64 祐下　芳輝(6) 13.67 岩下　新太郎(6) 13.76 今村　皇陽(6) 13.79 立岡　翼(6) 13.93 天辰　太一(6) 14.02 小原　義弘(6) 14.25

ク 風:-0.9 かのやFSCｼﾞｭﾆｱ あいら陸上ｸﾗﾌﾞ 串木野西 栗野陸上 高山Jr陸上 鹿児島Jr陸上 下水流陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

6年800m 中馬　彰太(6)  2:31.16 鳥越　吾蓮(6)  2:31.67 工藤　慶胤(6)  2:35.28 四元　功太郎(6)  2:36.72 山下　寛太(6)  2:38.37 川﨑　麗央(6)  2:39.12 神之田　真紘(6)  2:40.47 肥後　晴音(6)  2:42.07

蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 西原JRC 下水流陸上 隼人Jr陸上 隼人Jr陸上 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上 阿久根陸上 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ

共通80mH 淵田　瑞貴(6) 13.59 下村　捺希(6) 13.94 幸　大介(5) 14.07 梶尾　歩夢(6) 14.39 的場　将(6) 14.89 吉田　隆之介(6) 14.92 安藤　風羽(5) 14.94 竹元　陸(6) 15.29

風:+1.0 粟ｹ窪Jr陸上 鹿児島Jr陸上 阿久根陸上 阿久根陸上 折多陸上 西原JRC 阿久根陸上 高尾野陸上

共通 高山Jr陸上 55.23 串木野西 56.48 粟ｹ窪Jr陸上A 56.49 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上 57.00 阿久根陸上A 57.12 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 57.16 国分Jr陸上A 57.44 鹿児島Jr陸上A 57.52
4×100mR    河野　壱成(6)    岡田　天臣(5)    田原　紳太郎(6)    川﨑　麗央(6)    永田　拓巳(6)    飯尾　太一(5)    狩行　紀希(6)    井田　照瑛(5)

   白木　拓馬(5)    馬場　莉大(6)    淵田　瑞貴(6)    唐仁原　隼人(6)    田良島　心(6)    阿多　翔哉(6)    松元　大地(6)    立岡　翼(6)

   矢野　祟宇(5)    榎木　絢翔(5)    手塚　心結(6)    有村　拓巳(6)    幸　大介(5)    福島　晶聖(6)    中村　拓馬(6)    中村　滉希(6)

   今村　皇陽(6)    祐下　芳輝(6)    湯田　周平(5)    福元　翔一(6)    梶尾　歩夢(6)    前平　航佑(5)    吉村　雄貴(5)    下村　捺希(6)
男 共通走高跳 中村　滉希(6) 1m39 有村　拓巳(6) 1m30 窪田　蓮(6) 1m25 松下　侃太(6) 1m20 松下　寛実(6) 1m20 栗元　颯希(6) 1m20 同順：下村　翔英(6) 鹿児島Jr陸上 1m15

子 鹿児島Jr陸上 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上 きりしまｱｽﾘｰﾄ 阿久根陸上 串木野西 生福陸上 　　　鈴木　海斗(6) 西原JRC

フ 5年走幅跳 新留　陸(5)   3m94 湯田　周平(5)   3m79 東　大暉(5)   3m72 吉永　康詩(5)   3m71 森吉　慶(5)   3m71 大窪　雄大(5)   3m65 高木　慶介(5)   3m58 永田　智也(5)   3m58

ィ 国分Jr陸上 +1.5 粟ｹ窪Jr陸上 -0.9 野田陸上 +1.6 鹿児島Jr陸上 -0.1 吉野東陸上 +1.6 栗野陸上 +0.3 西原JRC -0.1 菱刈陸上 +0.2

｜ 6年走幅跳 中村　拓馬(6)   4m39 狩行　紀希(6)   4m36 柏木　秀大(6)   4m21 川野　聖玄(6)   4m08 田良島　心(6)   3m98 新留　一輝(6)   3m91 盛満　隼(6)   3m91 遠矢　義久(6)   3m84

ル 国分Jr陸上 -1.3 国分Jr陸上 +1.6 高尾野陸上 -0.5 国分Jr陸上 +0.6 阿久根陸上 -0.4 SCC +1.3 吉野東陸上 -0.8 高尾野陸上 +0.0

ド 5年ｿﾌﾄﾎﾞ-ﾙ投 甫立　大地(5)  53m98 瀬崎　勝太(5)  47m63 雪丸　裕斗(5)  38m52 山口　裕輝(5)  37m53 日高　尚人(5)  35m05 山本　晃靖(5)  33m23 岩本　裕貴(5)  32m61 鍜治屋　匠英(5)  29m57

さつま柏原 出水市陸上 粟ｹ窪Jr陸上 生福陸上 清水陸上 米ﾉ津東陸上 鹿児島Jr陸上 生福陸上

6年ｿﾌﾄﾎﾞ-ﾙ投 小峯　新陸(6)  61m39 谷口　竜晟(6)  50m23 今村　瑛葵(6)  46m46 田ノ脇　一平(6)  44m21 古川　翔一(6)  43m83 原口　智大(6)  43m29 宮園　凛(6)  39m91 池畑　敦至(6)  39m42

鹿南ｲｰｸﾞﾙｷｯｽﾞ 頴娃Jr陸上 吉野東陸上 粟ｹ窪Jr陸上 清水陸上 吉野東陸上 国分Jr陸上 鹿児島Jr陸上

女 4年100m 榎谷　吏織(4) 15.37 冨満　優女(4) 15.47 福迫　姫花(4) 15.56 福崎　ゆず(4) 15.60 寺地　しい(4) 15.67 山下　藍(4) 15.71 田ノ頭　あかり(4) 15.89 住吉　紗羽(4) 15.92

子 風:+0.1 かのやFSCｼﾞｭﾆｱ 高尾野陸上 高山Jr陸上 ISC陸上ｸﾗﾌﾞ 出水市陸上 かのやFSCｼﾞｭﾆｱ 粟ｹ窪Jr陸上 太陽SC忍者ｸﾗﾌﾞ

ト 5年100m 上原　央詩(5) 14.38 山内　李美(5) 14.52 大野　真季(5) 14.57 大塚　茉璃乃(5) 14.71 田實　鈴香(5) 14.82 宮久保　楓(5) 15.06 山内　杏莉(5) 15.17 坂元　莉歩(5) 15.19

ラ 風:+0.8 高山Jr陸上 ISC陸上ｸﾗﾌﾞ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 高山Jr陸上 SCC 高山Jr陸上 下水流陸上 串木野西

ッ 6年100m 下田　稚奈(6) 13.23 幾　真希(6) 13.33 山﨑　千聖(6) 14.10 中村　まりあ(6) 14.28 小崎　由真(6) 14.31 指宿　玲那(6) 14.37 前田　光希(6) 14.41 池畑　若葉(6) 14.42

ク 風:+0.4 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ NGR 津村陸上 NGR ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 長島陸上 さつま柏原 串木野西 SCC

6年800m 塩福　莉音(6)  2:32.38 堀口　ゆず(6)  2:38.87 湯元　七海(6)  2:39.74 中村　綾乃(6)  2:41.68 古川　結美(6)  2:42.28 堀切　真帆(6)  2:42.99 西元　愛理(6)  2:47.50 米澤　杏樹(6)  2:47.57

隼人Jr陸上 N'sﾗﾝﾅｰ 折多陸上 吉野東陸上 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ 隼人Jr陸上 春山陸上 N'sﾗﾝﾅｰ

共通80mH 吉満　璃緒(6) 13.93 塗木　さくら(6) 14.03 竹原　瑠花(6) 14.53 白濵　楓(6) 15.29 中森　笑弥楽(6) 15.36 洲﨑　彩華(6) 15.69 神園　桃花(6) 15.96 津曲　啓(5) 16.01

風:-0.5 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 鹿児島Jr陸上 鹿児島Jr陸上 阿久根陸上 吉野東陸上 阿久根陸上 西原JRC 高山Jr陸上

共通 串木野西 55.75 SCC A 56.59 吉野東陸上A 56.87 高山Jr陸上A 57.24 高尾野陸上A 57.46 隼人Jr陸上 57.62 国分Jr陸上A 58.46 さつま柏原A 59.35

4×100mR    野元　優理(6)    福岡　佳乃(6)    中森　笑弥楽(6)    宮久保　楓(5)    竹元　咲(5)    松下　あやの(6)    久保　衣里(5)    指宿　玲那(6)

   岡田　菜野(6)    池畑　若葉(6)    名越　悠々子(6)    大塚　茉璃乃(5)    前田　知伽(5)    塩福　莉音(6)    久保木　明梨(6)    若吉　真帆(6)

   久徳　遥(6)    樋渡　まい(6)    山下　純怜(6)    田中　月(5)    入尾野　朔良(6)    堀切　真帆(6)    濱田　優香(6)    若吉　千里(5)

   前田　光希(6)    平田　杏夏(6)    松木　藍美(6)    上原　央詩(5)    冨満　朝夏(6)    西　美里(6)    平　実奈(6)    下村　愛(5)

女 共通走高跳 中薗　なつみ(5) 1m20 村田　なづ菜(6) 1m15 濱田　天蘭(6) 1m15 谷口　椎那(6) 1m05 牧迫　莉来(6) 1m05 堀内　玲杏(5) 1m05 福元　琴音(6) 1m00

子 串木野西 SCC 国分Jr陸上 ISC陸上ｸﾗﾌﾞ ｳｲﾝｸﾞｱｽﾘｰﾄ きりしまｱｽﾘｰﾄ 西原JRC

フ 5年走幅跳 田中　月(5)   4m10 竹元　咲(5)   3m70 平尾　弥吏(5)   3m63 冨永　明来映(5)   3m58 山路　紗楽(5)   3m55 平　花織(5)   3m51 和佐野　晴香(5)   3m32 坂口　茜(5)   3m30

ィ 高山Jr陸上 +0.2 高尾野陸上 +1.7 大口ｽｲﾑﾗﾝ +1.5 長島陸上 +1.5 高山Jr陸上 +0.4 野田陸上 +1.0 ISC陸上ｸﾗﾌﾞ +1.2 吉野東陸上 +1.1

｜ 6年走幅跳 冨満　朝夏(6)   4m64 川島　芽依(6)   4m54 平　実奈(6)   4m29 松澤　李夏(6)   4m25 久保木　明梨(6)   4m18 山下　純怜(6)   4m06 入尾野　朔良(6)   3m89 松田　暖音(6)   3m79

ル 高尾野陸上 +1.2 NGR 栗野陸上 +0.9 国分Jr陸上 +2.0 鹿児島Jr陸上 +0.9 国分Jr陸上 +1.6 吉野東陸上 +1.9 高尾野陸上 +0.6 鹿児島Jr陸上 +1.7

ド 5年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 永山　直美(5)  37m86 野村　侑衣(5)  35m68 榎園　彩華(5)  31m17 木之下　沙椰(5)  23m51

高山Jr陸上 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上 国分Jr陸上 ﾁｪｽﾄ伊集院陸上

6年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 田原　なるみ(6)  48m65 太田　華乃(6)  44m33 鐘撞　奈桜(6)  38m13

粟ｹ窪Jr陸上 さつま柏原 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上
※女子共通80mHは、予選において吉満璃緒(6)（川内スポーツクラブ01）が、13.82(-0.1)の県小学新記録・大会新記録を樹立。

NGR:大会新記録


