
第31回　南日本小・中学生陸上競技大会（小学生の部） 入 賞 者 一 覧 表
兼　第30回全国小学生陸上競技交流大会鹿児島県予選会 平成26年6月22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 塩盛　稜太(4) 14.73 竹山　栄一朗(4) 14.97 川上　亮磨(4) 15.05 竹下　友都(4) 15.51 増田　怜士(4) 15.51 俣川　兼之朗(4) 15.65 登尾　裕成(4) 15.71 假屋　力輝斗(4) 15.85

子 風:-0.6 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝ 高尾野陸上 ﾒｼﾞｬｰｱｽﾘｰﾄ 長島陸上 米ﾉ津JAC 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ 川内ｽﾎﾟｰﾂ01

ト 5年100m 前原　駿(5) 14.45 井上　智善(5) 14.50 山口　大輝(5) 14.75 大塚　蒼生(5) 14.76 小路　翔琉(5) 14.86 種田　捷之介(5) 14.95 東　伶音(5) 15.11 一條　空音(5) 15.12

ラ 風:-0.8 高山Jr陸上 西原JRC 鹿児島Jr陸上 阿久根陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝ 入来Jrs 春山陸上 国分Jr陸上

ッ 6年100m 藤崎　隆斗(6) 12.92 白木　拓馬(6) 13.40 平薮　慎海(6) 13.43 東畠　幸人(6) 13.64 森藤　恭二(6) 13.99 飯尾　太一(6) 14.04 中村　聖斗(6) 14.40 草留　蓮也(6) 14.63

ク 風:-0.3 米ﾉ津JAC 高山Jr陸上 出水市陸上 野田ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 米ﾉ津JAC ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝ 川内ｽﾎﾟｰﾂ01 串木野西陸上

6年800m 吉留　毅人(6)  2:21.38 大六野　光槻(6)  2:21.81 宮園　天惠(6)  2:27.62 堀口　陽太(6)  2:27.80 松木　聖直(6)  2:29.88 西久保　雄志郎(6)  2:29.89 松山　晃琉(6)  2:32.52 大迫　瑞季(6)  2:32.85

国分Jr陸上 生福陸上 ISC陸上 N'sﾗﾝﾅｰ 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ 西久保JRSC 東谷山小 鹿児島Jr陸上

共通80mH 幸　大介(6) 13.68 安藤　風羽(6) 13.79 中原　胡太郎(6) 14.00 寺園　拓眞(6) 15.07 太田　晶景(6) 15.73 森　樹生(6) 15.98 中間　響(6) 16.21 萩崎　翔月(5) 16.51

風:-0.7 阿久根陸上 阿久根陸上 阿久根陸上 川内ｽﾎﾟｰﾂ01 ＳＣＣ 鹿児島Jr陸上 川内ｽﾎﾟｰﾂ01 高山Jr陸上

共通 高山Jr陸上 53.45 米ﾉ津JAC 53.73 阿久根陸上 A 55.18 出水市陸上 55.79 国分Jr陸上 A 55.89 串木野西陸上 A 56.66 西原JRC 57.76 川内ｽﾎﾟｰﾂ01 A 58.80
4×100mR    湯地　定季(6)    森田　雄也(6)    大塚　蒼生(5)    瀬﨑　勝太(6)    萩原　紳太朗(6)    岡田　天臣(6)    久保田　蓮(6)    堀之内　響(5)

   白木　拓馬(6)    藤崎　隆斗(6)    西牟田　駿(6)    平薮　慎海(6)    吉留　毅人(6)    草留　蓮也(6)    新有留　涼太(6)    中村　聖斗(6)

   矢野　祟宇(6)    森藤　恭二(6)    中原　胡太郎(6)    松本　陸生(6)    新留　陸(6)    篠原　大輝(6)    髙木　慶介(6)    中間　響(6)

   森薗　大河(6)    津川　真輝(6)    幸　大介(6)    田中　寿琉(5)    吉村　雄貴(6)    榎木　絢翔(6)    井上　智善(5)    寺園　拓眞(6)
男 共通走高跳 中野　雅文(6) 1m20 桑波田　格史(6) 1m20 児玉　匠(6) 1m15 　　　新開　玄太(6) 川内ｽﾎﾟｰﾂ01 1m15

子 ＳＣＣ 川内ｽﾎﾟｰﾂ01 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝ 同順：榎木　陽翔(6) 串木野西陸上

フ 5年走幅跳 山口　翔永(5)   4m14 今村　蓮(5)   4m02 郷原　拓海(5)   3m89 川﨑　天翔(5)   3m83 堀之内　響(5)   3m79 今村　愁(5)   3m76 五反田　博翔(5)   3m71 福元　達哉(5)   3m67

ィ 国分Jr陸上 +1.1 吉野東陸上 +0.7 西原JRC +0.2 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ +1.0 川内ｽﾎﾟｰﾂ01 +1.7 吉野東陸上 +1.3 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ +1.3 西原JRC +0.6

｜ 6年走幅跳 瀬﨑　勝太(6)   5m22 永田　智也(6)   4m69 新留　陸(6)   4m40 西牟田　駿(6)   4m32 森田　雄也(6)   4m27 湯田　周平(6)   4m23 内村　拓人(6)   4m13 稲付　学士(6)   4m09

ル 出水市陸上 +0.1 NGR 菱刈陸上 +0.7 国分Jr陸上 +0.5 阿久根陸上 +0.5 米ﾉ津JAC +0.5 粟ヶ窪Jr陸上 +0.9 鹿児島Jr陸上 +0.7 かのやFSCJr +1.0

ド 5年ｿﾌﾄﾎﾞ-ﾙ投 有村　彪(5)  46m74 田栗　愼太郎(5)  35m71

太陽SC忍者 太陽SC忍者

6年ｿﾌﾄﾎﾞ-ﾙ投 甫立　大地(6)  66m19 松山　空悟(6)  64m99 山下　竜輝(6)  57m78 山角　悠太(6)  57m30 原田　隆太郎(6)  54m88 尾野　歩夢(6)  50m84 新有留　涼太(6)  49m56 東　大暉(6)  42m41

さつま柏原 東串良柏原 横川ｽﾀｰｽﾞ 長島陸上 川内ｽﾎﾟｰﾂ01 野田ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 西原JRC 野田ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

女 4年100m 浜田　かのん(4) 15.52 川原　千佳(4) 15.70 赤塚　琴菜(4) 15.89 片野坂　瑞希(4) 16.04 平田　真都(4) 16.15 尾上　礼夏(4) 16.16 白木　綾乃(4) 16.22 玉利　結貴乃(4) 16.36

子 風:-0.5 ISC陸上 ＳＣＣ 太陽SC忍者 高尾野陸上 隼人Jr 折多陸上 高山Jr陸上 春山陸上

ト 5年100m 住吉　紗羽(5) 14.41 冨満　優女(5) 14.61 寺地　しい(5) 14.69 田栗　怜奈(5) 14.74 福崎　ゆず(5) 14.77 谷口　茅乃(5) 14.96 永野　愛佳(5) 15.06 菊浦　彩(5) 15.14

ラ 風:+0.0 太陽SC忍者 高尾野陸上 出水市陸上 太陽SC忍者 ISC陸上 ISC陸上 鹿児島Jr陸上 吉野東陸上

ッ 6年100m 山内　李美(6) 13.97 上原　央詩(6) 14.01 川口　絵里子(6) 14.02 吉永　菜乃(6) 14.13 田實　鈴香(6) 14.24 大塚　茉璃乃(6) 14.25 松尾　優花(6) 14.52 満永　朱音(6) 14.66

ク 風:-0.6 ISC陸上 高山Jr陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝ ISC陸上 ＳＣＣ 高山Jr陸上 ISC陸上 川内ｽﾎﾟｰﾂ01

6年800m 有村　望恵(6)  2:35.17 中須　瑠菜(6)  2:36.02 木之下　沙椰(6)  2:38.12 小倉　花菜(6)  2:43.04 原田　まりん(6)  2:43.46 松永　彩葉(6)  2:44.27 大重　公海(6)  2:47.53 鶴田　朱音(6)  2:49.65

西原JRC さつま柏原 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ 国分Jr陸上 西原JRC 桜丘東小 あいら陸上 高山Jr陸上

共通80mH 津曲　啓(6) 14.70 上之　美佳(6) 15.60 小川　未華(6) 15.90 内田　梨奈(6) 15.91 高野　真帆(6) 16.49 桑鶴　晴香(6) 16.91 花田　美咲(5) 17.06

風:-1.2 高山Jr陸上 吉野東陸上 ISC陸上 鹿児島Jr陸上 吉野東陸上 ISC陸上 阿久根陸上

共通 高山Jr陸上 A 54.60 ISC陸上 A 56.15 ＳＣＣ A 57.11 太陽SC忍者 A 58.48 高尾野陸上 A 58.62 串木野西陸上 58.76 川内ｽﾎﾟｰﾂ01 58.91

4×100mR    宮久保　楓(6) NGR    福崎　ゆず(5)    福田　莉々(6)    大谷　萌恵(5)    前田　知伽(6)    坂元　莉歩(6)    丹野　美結(6)

   大塚　茉璃乃(6)    吉永　菜乃(6)    田實　鈴香(6)    田栗　怜奈(5)    冨満　優女(5)    中薗　なつみ(6)    満永　朱音(6)

   田中　月(6)    松尾　優花(6)    早崎　彩乃(6)    中園　心晴(5)    福永　柚未香(5)    小野原　凛(6)    上唐湊　和(6)

   上原　央詩(6)    山内　李美(6)    吉岡　愛生(6)    住吉　紗羽(5)    竹元　咲(6)    冨永　恵里衣(6)    福寿　遥(6)

女 共通走高跳 若吉　千里(6) 1m30 中薗　なつみ(6) 1m25 田中　悠梨(6) 1m20 山口　眞依(6) 1m10 木下　雅(6) 1m10 中竹　夏鈴(6) 1m05 若原　瑞穂(6) 1m05 内門　咲希(5) 1m00

子 さつま柏原 串木野西陸上 切通陸上 出水市陸上 ｳｨﾝｸﾞｱｽﾘｰﾄ ＳＣＣ ＳＣＣ 東串良柏原

フ 5年走幅跳 上村　沙耶(5)   4m21 橋口　心暖(5)   4m06 川畑　陽花(5)   3m66 中園　心晴(5)   3m64 脇野　心華(5)   3m61 上山　未梨美(5)   3m59 財部　優香(5)   3m43 福永　柚未香(5)   3m42

ィ 南九州ｽﾎﾟｰﾂ -0.2 NGR 高山Jr陸上 +0.2 高山Jr陸上 -0.5 太陽SC忍者 +0.3 あいら陸上  0.0 鹿児島Jr陸上 -0.1 鹿児島Jr陸上 -0.7 高尾野陸上 +0.3

｜ 6年走幅跳 田中　月(6)   4m25 久保　衣里(6)   4m22 竹元　咲(6)   4m11 冨永　明来映(6)   4m00 寺尾　綾華(6)   3m87 大迫　凛(6)   3m74 小野原　凛(6)   3m59 近藤　真央(6)   3m52

ル 高山Jr陸上 +0.1 国分Jr陸上 +0.1 高尾野陸上 -0.2 長島陸上 +0.1 かのやFSCJr -1.3 野田陸上 -0.4 串木野西陸上 -0.8 下水流陸上 -0.1

ド 5年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 ※出場者なし

6年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 西窪　千尋(6)  60m61 永山　奈緒美(6)  45m44 吉田　愛(6)  44m76 平間　愛望(6)  40m26 平　花織(6)  35m24 川床　菜々美(6)  26m75

帖佐野球 NGR 高山Jr陸上 通山陸上 通山陸上 野田陸上 松ヶ浦Jr陸上

NGR:大会新記録


