
平成26年度　第6回　日置地区陸協陸上記録会 入 賞 者 一 覧 表
平成27年3月15日(日)

伊集院総合運動公園陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

男 中学･高校･一般 白石　黄良々(3) 10.94 折田　歩夢(1) 10.97 髙岡　晃(1) 11.02 川路　龍世 11.07 伊藤　貴祥(4) 11.12 上村　凌(1) 11.21 日髙　達也(2) 11.24 平田　俊幸 11.29

子 100m 出水商業高 +1.8 甲南高 +1.8 熊本大学 +1.6 鹿児島ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +2.0 鹿児島大学 +1.8 鹿児島大学 +1.6 鹿児島大学 +1.6 Babbino Compare +1.1

中学･高校･一般 髙岡　晃(1) 48.85 早田　正和(2) 49.93 甲斐　達気(1) 50.45 折田　歩夢(1) 50.65 北野　恭平(3) 50.88 山下　佑介(3) 50.99 白石　黄良々(3) 51.26 豊　竜誠(3) 51.28

400m 熊本大学 鹿児島大学 鹿児島大学 甲南高 鹿児島大学 松陽高 出水商業高 鹿児島大学

中学 山口　賢助(3)  9:05.60 安藤　大樹(3)  9:06.70 堀口　朝陽(3)  9:28.58 大山　望夢(3)  9:31.06 川上　拓真(2)  9:32.77 下醉尾　剛朗(3) 9:34.85 山﨑　駆(3)  9:35.72 荒井　優作(2)  9:37.54

3000m 伊集院北中 川内中央中 N'sﾗﾝﾅｰ 川辺中 高尾野中 伊敷中 加世田中 川辺中

高校･一般 今給黎　貴文(1)15:09.85 三垣　貴文(2) 15:17.66 長瀬　絃人(2) 15:21.50 米田　瑛久(4) 15:25.76 米藏　亮(2) 15:32.91 外山　雅之 15:36.76 島本　祐輔(2) 15:39.69 四俣　勇人 15:40.35

5000m 鹿児島国際大学 鹿児島国際大学 鹿児島商業高 鹿児島大学 鹿児島商業高 日置陸協 鹿児島高 曽於陸協

中学 藤田　聖生(2) 14.51 末永　康貴(2) 15.06 内村　凌弥(2) 15.31 今村　貫介(2) 15.33 月迫　聖斗(2) 15.71 川越　晴空人(1) 15.91 川口　空良(2) 16.23 當房　樹(1) 16.84

100mH(84.0cm/8m50) 舞鶴中 +1.5 鹿児島Jr +1.5 舞鶴中 +1.5 日当山中 +1.5 帖佐中 +1.5 隼人中 +1.6 帖佐中 +1.1 万世中 +1.6

中学 杉浦　楓真(2) 1m80 川中　陸(3) 1m70 佐田　征義(2) 1m70 大窪　竜司(3) 1m70 川口　空良(2) 1m70 中村　琳音(3) 1m65 石元　喜翔(2) 1m60 中村　滉希(1) 1m50

走高跳 鹿屋東中 帖佐中 南中 南中 帖佐中 万世中 高尾野中 谷山北中

高校 園中　杏汰(1) 1m80

走高跳 甲南高

中学 石原　龍聖(3)   6m45 新豊　航輝(3)   6m39 上園　魁(3)   5m97 岩﨑　孝史(3)   5m87 大窪　竜司(3)   5m84 竹之内　智貴(2)   5m84 神ノ門　佳音(3)   5m72 今村　友哉(2)   5m72

走幅跳 重富中 +0.7 国分南中 +1.2 舞鶴中 +1.7 帖佐中 +2.5 南中 +1.2 第一鹿屋中 +2.0 国分南中 +1.4 万世中 +0.8

高校 米森　亮(1)   6m72 竹之内　優汰(1)   6m67 桐野　友樹(2)   6m30 馬見塚　大樹(1)   6m15 南　裕太(1)   6m10 岩下　隆聖(1)   6m08 石神　海斗(1)   5m94 矢崎　佳輝(3)   5m87

走幅跳 鹿児島高 +0.1 鹿児島南高 +1.5 鹿児島商業高 +0.1 出水高 +1.5 鹿児島商業高 +1.9 鹿児島商業高 +1.7 鹿児島玉龍高 +2.0 鹿児島商業高 +0.2

一般 竹之内　彰   6m13 生駒　敬稚   5m86 橋口　嵩   5m85

走幅跳 Babbino Compare +0.9 Delightful水俣 +0.3 多良木高教 +1.3

中学 宮原　孝汰(2)  10m10 宮崎　魁應(2)   9m25 浦口　凱壱(1)   9m03 福満　将(2)   8m63 宮牧　嵩尭(2)   8m22 前田　龍星(2)   7m95 今吉　岬(1)   7m73 黒岩　詩音(2)   7m33

砲丸投(5.000Kg) 重富中 川内北中 南中 川内北中 出水中 高尾野中 帖佐中 米ﾉ津中

高校 田中　洸成(1)  12m69 湯之上　蓮(2)  12m10 森　祐人(2)  10m89 宮脇　絢也(1)   9m55 児玉　翔麻(2)   9m32 川井田　彰平(2)   9m12 藤野　徳眞(1)   9m03 濵田　晃輔(1)   8m68

砲丸投(6.000Kg) 鹿児島南高 鹿児島商業高 鹿児島玉龍高 国分中央高 出水商業高 加治木高 鹿児島高 鹿児島高

高校 﨑野　優介(2)  53m64 原田　千尋(2)  49m16 中城　洸希(3)  49m12 川井田　彰平(2)  45m65 脇田　智貴(2)  43m84 春田　慶介(2)  43m03 基島　裕之介(2)  40m75 森　博希(2)  40m36

やり投 国分中央高 鹿児島商業高 加治木高 加治木高 岩川高 鹿児島商業高 鹿児島高 松陽高

高校 湯之上　蓮(2)  50m99 山中　心(2)  48m95 吉﨑　優太朗(2)  43m35 山元　太輝(2)  42m17 飯山　嵐太郎(2)  39m48 宮原　大河(1)  38m98

ハンマー投(6.000Kg) 鹿児島商業高 鹿児島南高 明桜館高 鹿児島水産高 鹿児島水産高 鹿児島水産高



平成26年度　第6回　日置地区陸協陸上記録会 入 賞 者 一 覧 表
平成27年3月15日(日)

伊集院総合運動公園陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

女 中学･高校･一般 立山　紀恵 12.44 鶴田　玲美(2) 12.46 早﨑　光(3) 12.65 永田　千夏(2) 12.66 久木元　梨菜(2) 12.75 千年原　友香(2) 12.79 大山　瑞希(1) 12.85 中釜　佐和子(2) 12.90

子 100m 森口病院 +2.6 鹿児島女子高 +2.6 鹿児島大学 +2.6 国分中央高 +2.6 国分中央高 +1.9 出水高 +2.6 国分中央高 +1.7 鹿児島高 +2.9

中学･高校･一般 中釜　佐和子(2) 58.85 淵田　杏奈(3) 59.10 浦村　星来(2)  1:01.19 早﨑　光(3)  1:01.84 東　真希(3)  1:01.89 大林　真弥(2)  1:02.19 尾ノ上　千夏(2)  1:03.10 田中　亜季(1)  1:03.22

400m 鹿児島高 青戸中 鹿児島高 鹿児島大学 加治木中 出水商業高 鹿児島大学 鹿児島高

中学 平田　歩弓(2)  4:40.90 原田　まつり(2)  4:44.80 松永　珠緒(2)  4:45.54 溝江　悦子(2)  4:50.95 宮田　梨奈(2)  4:56.97 中尾　友梨奈(2) 4:57.90 大曲　由真(2)  4:57.91 西元　愛理(1)  4:59.60

1500m 隼人中 田崎中 桜丘中 加治木中 鴨池中 高尾野中 高尾野中 松元中

高校･一般 久富　花乃(1) 10:53.26 宇田津　碧葉(2) 11:11.31 黒木　菜央(2) 11:15.29 松下　このみ(2)11:31.75 森脇　和奏(1) 11:34.03 今村　友香(2) 11:52.97 厚地　志奈乃(1) 11:57.65 新森　真優(2) 12:21.03

3000m 国分中央高 鹿児島国際大学 国分中央高 鹿児島玉龍高 川内高 鹿児島中央高 鹿屋高 川内高

中学 冨永　莉沙(2) 13.08 　　　塗木さくら(1)　鹿児島Jr　　　 13.25　-1.6 林　那奈美(2) 13.27 川島　杏純(3) 13.38 松澤　李夏(1) 13.52 丸山　果林(2) 13.91 田中　さくら(2) 14.15

80mH(76.2cm/7m50) 川内北中 -1.7 同順：廣森　愛乃(2)　ISC陸上ｸﾗﾌﾞ　　13.25　-1.7 舞鶴中 -1.7 鹿児島Jr -1.7 鹿児島Jr -1.6 紫原中 -1.7 重富中 -1.4

中学 伊地知　茜(3) 1m50 萩原　莉子(2) 1m45 田中　由香李(2) 1m40 小野　愛那(2) 1m35 中山　きなり(2) 1m35 辻川　也哉子(2) 1m35 　　　林　愛(1) 伊集院北中 1m30

走高跳 吉野中 鴨池中 帖佐中 川内中央中 加治木中 伊集院中 同順：宮原　桜咲(2) 紫原中

高校 濱田　美沙希(2) 1m60 馬原　美紅(1) 1m50 濱田　尚子(2) 1m50 冨満　美月(1) 1m45 梶原　日菜(2) 1m40 坂口　菜々美(1) 1m40 中山　蓮(1) 1m40

走高跳 鹿児島女子高 松陽高 鹿児島女子高 松陽高 甲南高 松陽高 松陽高

一般 高瀬　怜奈(4) 1m45

走高跳 熊本大学

中学 川島　杏純(3)   5m35 林　那奈美(2)   5m25 山下　永莉子(2)   4m96 冨満　朝夏(1)   4m89 吉盛　天音(3)   4m88 松澤　咲彩(3)   4m86 松澤　李夏(1)   4m78 川島　芽依(1)   4m73

走幅跳 鹿児島Jr +0.1 舞鶴中 +0.8 隼人中 +1.0 高尾野中 +1.1 出水中 +1.9 鹿児島Jr +0.2 鹿児島Jr +1.2 鹿児島Jr +1.1

高校 濱田　美沙希(2)   4m95 千年原　友香(2)   4m93 加行　望(1)   4m91 豊村　真由(2)   4m85 山口　優萌(1)   4m83 野口　智惠(2)   4m61 森岡　千瑛(2)   4m38 濵田　向日葵(1)   4m32

走幅跳 鹿児島女子高 +1.7 出水高 +1.1 松陽高 +0.1 鹿児島女子高 +1.1 加治木高 +1.6 鹿児島女子高 +1.4 末吉高･曽於高 -0.6 加治木高 +1.7

一般 阪本　侑加(3)   4m84

走幅跳 熊本大学 +0.8

中学 坂元　梨絵瑠(2)  10m68 吉元　真菜(2)   9m07 四元　眞夢(2)   8m46 平　愛梨(2)   8m22 宮脇　椋子(2)   8m19 是枝　理子(1)   8m16 金子　里奈(2)   7m65 新村　日奈子(2)   7m47

砲丸投(2.721Kg) 薩摩中 薩摩中 鴨池中 川内北中 川内北中 帖佐中 吉野中 吉野中

高校 堀ノ内　美鈴(2)   8m86 岩下　栞(2)   8m15 坂元　晴香(2)   7m73 荒河　奈那(1)   7m50 木原　星羅(1)   7m35 豊村　真由(2)   6m26

砲丸投(4.000Kg) 国分中央高 松陽高 鹿児島高 鳳凰高 国分中央高 鹿児島女子高

高校 迫田　彩花(2)  35m21 横尾　優季(2)  35m08 松嵜　良菜(2)  34m32 下窪　瑞生(1)  34m11 中屋敷　朋美(2)  34m05 江田　葉月(1)  32m44 濱田　麻美子(3)  25m88 坂元　晴香(2)  24m50

やり投 国分中央高 鹿児島南高 甲南高 鹿児島南高 鳳凰高 鹿児島女子高 鳳凰高 鹿児島高


