
第2回　日置地区陸上協会種目別強化記録会 入 賞 者 一 覧 表
平成27年5月10日(日)

日置市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 有田　圭介 11.07 平田　俊幸 11.24 渡口　彰悟(3) 11.31 山里　和也(3) 11.35 永田　拓海(2) 11.37 新村　雄大(3) 11.41 溜　直哉(2) 11.46 竹之内　優汰(2) 11.47

子 100ｍ ＳＡＣ -1.5 Babbino Compare +0.3 鹿児島南高 -1.5 鹿児島高 -1.5 鹿児島中央高 +0.3 鹿児島商高 +0.3 鹿児島玉龍高 +0.3 鹿児島南高 -0.1

ト 中学・高校・一般 岩本　拓斗(1)  1:58.10 上　慎太郎(3)  1:58.66 豊　竜誠(4)  2:00.11 川﨑　博貴(1)  2:01.85 水之浦　和樹(2)  2:04.76 雪丸　大輝(2)  2:05.46 中村　太(2)  2:06.40 福石　航也(1)  2:06.59

ラ 800ｍ 志學館大 鹿児島玉龍高 鹿児島大 鹿児島商高 鹿児島南高 指宿商高 加治木工高 鹿児島高

ッ 中学2,3年・高校・一般 志水　佑守(1)  4:05.06 益口　拓也(3)  4:06.29 森　静哉(1)  4:06.90 吉峯　拓哉(2)  4:09.37 古市　峻大(3)  4:11.62 松﨑　秀磨(3)  4:12.69 長瀬　絃人(3)  4:13.06 大坪　拓海(3)  4:14.52

ク 1500ｍ 指宿商高 国分高 志學館大 志學館大 鹿児島工高 鹿児島高 鹿児島商高 鹿児島高

中学3年・高校・一般 田代　一晃  8:40.59 轟木　太郎(2)  8:41.28 中野　弘章  8:42.10 古市　峻大(3)  8:49.52 田畑　庸祐  8:50.56 濵田　諒(3)  8:52.20 新澤　大誠(3)  8:55.83 島本　祐輔(3)  8:57.24

3000ｍ 南薩東京社 指宿商高 ＮＴＣ 鹿児島工高 南薩東京社 出水中央高 出水中央高 鹿児島高

中学 月迫　聖斗(3) 15.44 佐田　征義(3) 15.83 真邉　竜基(3) 16.58 末永　康貴(3) 17.30 鷲尾　将行(3) 18.36 有村　海斗(3) 18.76 末吉　裕太(3) 19.14 貴島　亮弥(3) 20.06

110ｍＨ 帖佐中 +0.5 南中 +0.5 南中 +0.5 鹿児島Jr +0.5 東谷山中 +0.0 川内南中 +0.0 東谷山中 +0.0 高尾野中 +0.0

男 中学・高校・一般 川中　陸(1) 1m85 加治屋　圭大(2) 1m80 中村　琳音(1) 1m80 大窪　竜司(1) 1m75 佐田　征義(3) 1m70 下村　翔英(2) 1m65 長野　斗哉(2) 1m60 下田　拓海(3) 1m55

子 走高跳 鹿児島商高 鹿児島高 鹿児島高 鹿児島南高 南中 南中 帖佐中 川内北中

フ 中学・高校・一般 竹之内　優汰(2)   6m74 桐野　友樹(3)   6m72 岩下　隆聖(2)   6m53 浜崎　大輔(2)   6m29 南　裕太(2)   6m21 田上　琢海(2)   6m10 石原　龍聖(1)   6m10 満永　光貴(3)   5m98

ィ 走幅跳 鹿児島南高 +1.8 鹿児島商高 +1.8 鹿児島商高 +2.2 鹿児島高 +1.1 鹿児島商高 +2.0 松陽高 +0.0 鹿児島南高 +1.3 隼人中 -1.8

ー 中学 永吉　健人(3)  11m02 宮崎　魁應(3)   9m83 福満　将(3)   9m40 浦口　凱壱(2)   9m29 今吉　岬(2)   9m28 前田　龍星(3)   9m03 土屋　空輝(2)   7m76 富山　大(3)   7m55

ル 砲丸投(5.000Kg) 東谷山中 川内北中 川内北中 南中 帖佐中 高尾野中 南中 帖佐中

ド 高校 田中　洸成(2)  12m93 湯之上　蓮(3)  12m51 森　祐人(3)  11m36 原田　千尋(3)  10m69 益山　弘輝(3)  10m36 森　博希(3)   9m71 林　哲平(3)   9m30 小磯　雄也(2)   9m21

砲丸投(6.000Kg) 鹿児島南高 鹿児島商高 鹿児島玉龍高 鹿児島商高 加治木工高 松陽高 鹿児島玉龍高 松陽高

一般 中崎　真之介(2)   8m59

砲丸投(7.260kg) 鹿児島大

高校・一般 松元　勇也  58m13 鎌田　隼人(3)  57m89 原田　千尋(3)  55m90 森満　健(3)  47m17 吉岡　一樹  47m12 中崎　真之介(2)  45m67 森　博希(3)  43m78 基島　裕之介(3)  43m18

やり投 宮崎アスリート 鹿児島大 鹿児島商高 明桜館高 ＮＴＣ 鹿児島大 松陽高 鹿児島高

女 中学・高校・一般 鶴田　玲美(3) 12.27 楠元　茉優(2) 12.85 淵田　杏奈(1) 12.90 出水　佳南子(3) 13.04 篠原　愛海(2) 13.13 前田　彩圭(3) 13.15 原　璃音(3) 13.17 福田　英(3) 13.19

子 100ｍ 鹿児島女高 -0.5 鹿児島女高 -0.5 鹿児島女高 -0.5 鹿児島女高 -0.5 鹿児島女高 -0.5 鹿児島女高 -0.5 鹿児島高 -2.1 ナンバーワンクラブ -0.5

ト 中学・高校・一般 溝江　悦子(3)  2:20.57 山田　れいり(1)  2:21.27 大曲　由真(3)  2:22.41 宮田　梨奈(3)  2:22.68 塩福　莉音(2)  2:24.69 吉留　奈菜(3)  2:25.13 木村　莉緒(3)  2:25.62 福留　佳南(3)  2:25.75

ラ 800ｍ 加治木中 神村学園高 高尾野中 鴨池中 隼人中 いぶすきスポーツクラブ 鹿児島玉龍高 吉野中

ッ 中学2,3年・高校・一般 谷口　愛(2)  4:33.63 荒武　志織(2)  4:38.31 松下　茉由(2)  4:39.91 平田　歩弓(3)  4:40.63 野崎　こころ(1)  4:42.61 久田　ちひろ(1)  4:46.18 溝江　悦子(3)  4:46.72 中尾　友梨奈(3)  4:56.94

ク 1500ｍ 神村学園高 神村学園高 神村学園高 隼人中 神村学園高 神村学園高 加治木中 高尾野中

中学 前田　美夕(3) 17.63 永田　敦美(3) 17.71 松元　あゆな(3) 17.98 中森　笑弥楽(2) 18.40 谷口　華奈子(3) 18.65 井手口　祐果(3) 18.68 松山　ここの(3) 19.08 中島　心菜(3) 19.42

100ｍＨ 吉野中 +0.2 宮之城中 +0.5 頴娃中 +0.5 吉野東中 +0.2 伊集院中 +0.5 帖佐中 +0.2 吉野中 +1.0 南中 +1.0

女 中学・高校・一般 馬原　美紅(2) 1m60 濱田　美沙希(3) 1m60 伊地知　茜(1) 1m55 中山　蓮(2) 1m50 萩原　莉子(3) 1m50 鹿児島高 1m45 田中　由香李(3) 1m45

子 走高跳 松陽高 鹿児島女高 鹿児島女高 松陽高 鴨池中 鹿児島女高 帖佐中

フ 中学・高校・一般 川島　杏純(1)   5m56 田中　亜季(2)   5m50 野口　智惠(3)   5m40 加行　望(2)   5m33 冨満　美月(2)   5m31 山下　永莉子(3)   5m30 冨満　朝夏(2)   5m21 野間　風香(3)   5m07

ィ 走幅跳 鹿児島高 +1.6 鹿児島高 +0.8 鹿児島女高 +0.1 松陽高 +1.1 松陽高 +2.2 隼人中 +0.9 高尾野中 +0.2 松陽高 +1.0

ー 中学 四元　眞夢(3)   9m25 宮脇　椋子(3)   9m10 田中　水稀(3)   8m88 前田　菖(2)   8m47 久木野　凪紗(3)   8m38 平　愛梨(3)   8m33 森山　恭子(3)   8m31 原田　光紗(3)   8m30

ル 砲丸投(2.721Kg) 鴨池中 川内北中 川内中央中 東市来中 鴨池中 川内北中 川内中央中 隼人中

ド 高校 宮本　千聖(3)  11m18 松並　沙紀(1)   9m91 上脇　加奈子(2)   9m48 岩下　栞(3)   9m28 冨満　美月(2)   7m87 中山　蓮(2)   6m19

砲丸投(4.000Kg) 鹿児島南高 鹿児島女高 鹿児島女高 松陽高 松陽高 松陽高

高校・一般 後山　秋美(3)  35m80 横尾　優季(3)  34m28 江田　葉月(2)  33m40 下窪　瑞生(2)  31m23 吉田　夏菜(1)  30m23 松本　果恋(1)  29m44 新城　梨緒(1)  29m01 桐原　萌果(2)  27m48

やり投 明桜館高 鹿児島南高 鹿児島女高 鹿児島南高 鹿児島玉龍高 鹿児島南高 鹿児島高 鹿児島女高

　　　新城　梨緒(1)

同順：濱田　尚子(3)


