
第68回　県民体育大会 入 賞 者 一 覧 表
平成26年11月16日(日)

奄美市名瀬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 少年100m 中俣　朋也 11.10 白石　黄良々 11.11 瀬脇　凪 11.48 山里　和也 11.61 中村　啓太 11.85 徳山　輝樹 12.03 川宿田　光毅 12.17 東畠　幸 12.50

子 風:-0.9 姶良 出水 肝属 鹿児島 熊毛 大島 日置 川薩

ト 30歳未満100m 川路　龍世 10.90 有田　圭介 11.07 佐抜　勇生 11.18 平田　俊幸 11.39 伊藤　貴祥 11.43 中野　勇興 11.61 吉本　隆哉 11.67 田中　雅彦 11.95

ラ 風:-1.4 姶良 出水 日置 川薩 鹿児島 熊毛 肝属 指宿

ッ 30歳代100m 児玉　安昭 11.32 内田　大介 11.78 俊　繁樹 11.93 西園　賢一郎 12.36 上橋　秀哉 12.82 永田　忠士 15.13

ク 姶良 鹿児島 大島 日置 川薩 肝属

40歳代100m 津村　照弥 12.57 園田　純一 12.70 熊澤　典良 12.75 牧之角　寛 12.80 浦　憲蔵 12.88 植林　能央 12.97 枦山　初郎 13.04 鶴田　秀登 13.95

風:-2.3 大島 川薩 鹿児島 日置 指宿 姶良 伊佐 肝属

少年400m 折田　歩夢 50.22 平野　大雅 51.30 川田　康輔 52.20 福永　誠之助 52.40 川原　和也 52.95 藤久保　雄也 53.00 山口　泰世 54.52 松下　凌 55.79

姶良 肝属 鹿児島 大島 川薩 指宿 曽於 出水

少年1500m 千田　怜央  4:01.72 龍田　優斗  4:05.00 友生　貴大  4:05.24 今田　翔大  4:07.02 上　慎太郎  4:09.17 入船　翔  4:09.32 城ヶ崎　大地  4:10.56 大迫　太雅  4:11.86

姶良 大島 川辺 日置 鹿児島 川薩 肝属 曽於

50歳代2000m 本高　和弘  6:18.28 南　孝盛  6:21.26 備　博典  6:23.40 西別府　浩明  6:29.14 大園　栄一  6:29.31 田之上　昭弘  6:31.90 横瀬　力  6:38.56 田中　義孝  6:48.56

姶良 指宿 大島 日置 川薩 伊佐 鹿児島 出水

40歳代3000m 小倉　千春  9:14.29 平田　成人  9:14.42 柿内　裕也  9:19.45 山脇　秀和  9:23.36 清藤　幸喜  9:25.38 築地原　宏治  9:44.44 石川　正俊  9:45.26 中畑　敏秀  9:51.58

姶良 大島 日置 伊佐 鹿児島 川薩 指宿 肝属

共通5000m 飛松　佑輔 14:44.74 曽木　大士朗 14:50.66 福迫　誠 14:51.57 三垣　貴史 14:52.98 宮田　章也 14:59.02 米良　瑛介 15:03.02 宮國　拓斗 15:04.98 伊地知　拓郎 15:09.07

曽於 川薩 指宿 鹿児島 姶良 川薩 姶良 伊佐

共通110mH 西方　竜太郎 14.96 安栖　遼太郎 15.09 椎葉　和馬 15.42 前田　紘毅 15.45 新城　敦志 16.95 茶屋道　大輝 17.03 南　幸生 17.20 長谷川　勝哉 17.73

風-0.2 川薩 鹿児島 出水 姶良 肝属 日置 大島 曽於

共通 姶良 41.20 出水 41.62 川薩 42.75 鹿児島 43.16 肝属 44.22 大島 44.73 曽於 45.75 指宿 46.39
4×100mR    児玉　安昭 NGR    吉永　涼 NGR    平田　俊幸    松下　貴紀    吉本　隆哉    徳山　輝樹    莚平　翼    浦　憲蔵

   川路　龍世    有田　圭介    東畠　幸    安栖　遼太郎    瀬脇　凪    福永　誠之助    片平　康太    田中　雅彦

   中俣　朋也    椎葉　和馬    川原　和也    伊藤　貴祥    濱元　良介    南　幸生    長谷川　勝哉    藤久保　雄也

   折田　歩夢    白石　黄良々    西方　竜太郎    内田　大介    新福　拓也    市田　晋太郎    山口　泰世    森川　拓也
男 少年走幅跳 竹之内　優汰   6m73 馬見塚　大樹   6m41 浜崎　大輔   6m07 岡元　優樹   6m06 中釜　悠気   5m91 西田　賢志   5m79 松田　敬佑   5m79 吉留　賢吾   5m61

子 肝属 +1.9 出水 -1.6 姶良 -0.0 伊佐 -1.9 川辺 +0.9 熊毛 -0.5 鹿児島 -2.1 大島 +1.2

フ 30歳未満走幅跳 中島　健   6m52 松下　貴紀   6m51 中野　友貴   6m45 内村　雄太   6m43 大薗　正紘   6m28 永野　亮太   6m14 立山　剛大   5m90 安藤　圭祐   5m81

ィ 出水 +1.0 鹿児島 -0.8 指宿 -0.7 肝属 +2.9 熊毛 -0.9 姶良 +3.2 曽於 +2.0 川薩 +0.9

｜ 少年砲丸投 田中　洸成  12m41 湯之上　蓮  12m26 福山　裕司  11m51 真辺　貴博  11m38 呉　春樹  11m11 崎野　優介  10m49 中園　天汰   9m88 宮原　大河   9m73

ル (6.000kg) 川薩 日置 鹿児島 熊毛 大島 姶良 伊佐 川辺

ド 30歳未満砲丸投 富浜　和都  13m51 有馬　祐将  11m76 川上　祥生  11m01 森薗　秀一  10m88 小倉　泰喜   9m85 日下田　良   9m47 野上　一成   8m26 福島　英樹   6m63

(7.260kg) 出水 日置 大島 川薩 熊毛 肝属 鹿児島 伊佐

30歳代砲丸投 吉津　剛  13m94 成田　智春  12m64 市来　優馬  11m82 野間　之弘  11m19 新留　研  10m58 村尾　重則  10m19 手島　剛   9m91

(6.000kg) 伊佐 川辺 鹿児島 大島 姶良 川薩 熊毛

40歳代砲丸投 東畠　賢一  13m97 川口　浩司  13m78 末吉　貴彦  13m30 渡邊　顕彦  13m23 武田　英樹  12m98 堂後　達也  12m81 流鏑馬　剛  12m58 鮫島　政幸  12m55

(4.000kg) 出水 姶良 鹿児島 日置 大島 肝属 川薩 熊毛

50歳代砲丸投 中村　真  12m98 砂坂　静  12m29 滝田　和幸  10m63 大山　力  10m36 川崎　秀人  10m26 宗像　伸幸   7m33

(4.000kg) 川薩 熊毛 大島 姶良 鹿児島 出水

女 少年100m 上野　南 13.07 久木元　梨菜 13.10 黒木　まりん 13.24 田中　亜季 13.28 鎌田　瑛乃 13.51 牧野　彩夏 13.61 谷村　香菜子 13.71 小牧　空 13.74

子 風:-2.1 川薩 伊佐 姶良 鹿児島 熊毛 曽於 出水 肝属

ト 成年100m 松元　博乃 12.64 永野　麻理 12.87 生駒　佳帆里 13.15 岩坪　由紀 13.36 梅北　祥子 13.86 尻無　あかり 14.11 西田　真咲美 14.29 木ノ上　佳代 14.85

ラ 風:+3.7 肝属 鹿児島 川薩 熊毛 日置 出水 大島 伊佐

ッ 少年800m 久保　亜美  2:18.33 前田　紗也佳  2:24.22 浦郷　えりか  2:25.76 松本　七虹  2:25.78 黒木　菜央  2:27.47 山下　美優  2:29.25 田中　巴菜  2:30.22 田中　葵  2:32.92

ク 出水 肝属 指宿 川薩 姶良 日置 鹿児島 熊毛

共通3000m 一山　麻緒  9:52.05 久保　愛結美 10:00.16 吉田　菜月 10:02.92 濱崎　優汐 10:13.29 中野　佑里乃 10:16.22 松井　瑠里 10:32.34 花北　真李 10:36.06 久冨　花乃 10:45.12

出水 鹿児島 曽於 大島 指宿 伊佐 川薩 姶良

少年100mH 中釜　佐和子 14.90 松本　紗弥 17.03 田脇　瑠奈 17.05 森園　彩加 17.21 伊達　佳凜 17.22 高橋　菜々 18.02 田中　彩乃 18.05 山口　優萌 18.79

風:+0.3 鹿児島 川薩 肝属 伊佐 熊毛 出水 大島 姶良

共通 川薩 50.14 鹿児島 50.37 熊毛 51.37 出水 51.55 肝属 52.38 日置 52.84 大島 53.15

4×100mR    上野　南    田中　月菜    古田　奈々子    岩下　真理亜    西薗　奈緒子    梅北　祥子    田中　彩乃

   甫立　玲菜    田中　亜季    伊達　佳凜    千年原　友香    松元　博乃    有島　知歩    牧　梨瑚

   溝上　亜梨紗    中釜　佐和子    岩坪　由紀    尻無　あかり    小牧　空    石井　朝子    川元　英理子

   生駒　佳帆里    永野　麻理    鎌田　瑛乃    谷村　香菜子    田脇　瑠奈    川畑　望    土岐　実来

女 少年走幅跳 千年原　友香   4m98 牧　梨瑚   4m85 原田　里加   4m73 古田　奈々子   4m73 田中　月菜   4m62 溝上　亜梨紗   4m48 森岡　千瑛   4m29 南　綾美   4m20

子 出水 +1.3 大島 -1.0 姶良 +0.6 熊毛 +0.5 鹿児島 +0.8 川薩 -1.6 曽於 +0.4 指宿 -0.1

フ 成年走幅跳 薬丸　満里奈   4m80 太原　千夏   4m56 大坪　緑   4m44 川元　英理子   4m32 大丸　祐子   4m22 赤崎　真奈美   4m13 園田　莉沙   4m11 長井　聖子   2m47

ィ 曽於 -0.8 鹿児島 +2.0 姶良 +0.2 大島 -1.8 伊佐 +0.0 指宿 +0.0 熊毛 +0.6 川薩 +0.7

｜ 少年砲丸投 宮本　千聖  11m51 池平　遙香  10m79 東　きよら  10m02 能野　美咲   8m75 堀之内　美鈴   8m59 岩下　栞   8m18 池田　恵   7m96 西松　響   7m78

ル (4.000kg) 鹿児島 曽於 大島 熊毛 姶良 日置 伊佐 川薩

ド

NGR:大会新記録


