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第12回　鹿児島レディース陸上競技大会

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子小学1年 800m 鮫島　慎之介(1)  3:13.18 今川　寛太(1)  3:13.47 原口　大志(1)  3:17.75 楮山　仁智(1)  3:19.92 柳田　将誠(1)  3:20.85 藤崎　流聖(1)  3:42.97 佃　悠翔(1)  3:49.70 勝田　天祐(1)  3:55.51

羽島陸上 切通陸上 吉野東陸上 羽島陸上 串木野西陸上 羽島陸上 粟ケ窪Jr陸上 チェスト伊集院

男子小学2年 800m 淵田　玲亜(2)  2:59.17 江崎　侑聖(2)  3:03.60 臼山　諒平(2)  3:05.78 前田　駿斗(2)  3:06.29 五反田　和歩(2)  3:06.31 湯面　岬樹(2)  3:06.44 岩切　健之介(2)  3:06.83 久保木　悠介(2)  3:07.31

粟ケ窪Jr陸上 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ 指宿スポーツク 春山陸上 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ 清水陸上 国分南

男子小学3年 800m 地所　莉央(3)  2:51.25 上野　煌太(3)  2:52.56 有郷　莉玖(3)  2:55.32 中馬　巧翔(3)  2:56.19 前田　蒼士郎(3)  2:58.55 小園　竜成(3)  3:00.89 鮫島　虎太郎(3)  3:01.10 立野　雄太(3)  3:01.46

高山Jr 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ 大口スイムラン 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ チェスト伊集院 羽島陸上 長島陸上ｸﾗﾌﾞ

男子小学4年 800m 牧尾　優志(4)  2:38.83 外　晃輔(4)  2:41.75 小田　優声(4)  2:42.17 萩崎　駿矢(4)  2:44.10 久保　慶思(4)  2:44.90 飯牟禮　孔暉(4)  2:48.09 松枝　拓人(4)  2:49.18 重森　朝陽(4)  2:51.50

蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 切通陸上 高山Jr 高山Jr 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ チェスト伊集院 通山陸上 さつま柏原

男子小学5年 800m 加藤　大夢(5)  2:32.45 小田　祥夢(5)  2:32.46 平　慈源(5)  2:38.63 福永　貴仁(5)  2:39.83 細谷　海至(5)  2:39.94 有村　梓恩(5)  2:40.86 清藤　悠里(5)  2:40.93 吉田　宏志郎(5)  2:41.18

枕崎陸上ｸﾗﾌﾞ 津村陸上ｸﾗﾌﾞ 長島陸上ｸﾗﾌﾞ 春山陸上 枕崎陸上ｸﾗﾌﾞ SCC 坂之上ｸﾗﾌﾞ 西原ＪＲＣ

男子小学6年 800m 種田　捷之介(6)  2:15.51 前原　駿(6)  2:15.60 倉村　空(6)  2:26.74 三坂　佳賞(6)  2:26.76 郷原　拓海(6)  2:29.25 橋口　健志郎(6)  2:31.52 平原　佳樹(6)  2:32.19 橋口　大翔(6)  2:38.52

入来Jrs NGR NER きもつきｽﾎﾟｰﾂ NGR NER 別府Jr陸上 N'sRunner 西原ＪＲＣ あいら陸上ｸﾗﾌﾞ きもつきｽﾎﾟｰﾂ SCC

女子小学1年 800m 清藤　梨央(1)  3:14.19 有郷　莉麻(1)  3:25.08 安田　礼奈(1)  3:26.11 勝田　乙葉(1)  3:28.00 吉満　ゆい(1)  3:28.09 飯牟禮　花香(1)  3:40.59 濱　芽衣香(1)  3:45.31 鍜治屋　夢悠(1)  3:46.24

坂之上ｸﾗﾌﾞ 大口スイムラン 大口スイムラン 串木野西陸上 吉野東小 チェスト伊集院 長島陸上ｸﾗﾌﾞ 生福陸上

女子小学2年 800m 重森　瞳(2)  3:03.45 内村　愛梨(2)  3:03.47 三宅　美桜(2)  3:13.04 大江　涼乃(2)  3:22.50 岩下　涼音(2)  3:23.88 大浪　ゆな(2)  3:24.62 福留　綾希(2)  3:28.65 外　菜摘(2)  3:31.01

さつま柏原 吉野東陸上 粟ケ窪Jr陸上 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ 日当山小 吉野東陸上 チェスト伊集院 切通陸上

女子小学3年 800m 川﨑　香奈美(3)  2:45.23 上　環(3)  2:54.97 吉田　美咲(3)  2:55.21 神田　美咲(3)  2:57.15 半田　一巴(3)  2:57.93 松林　穂乃歌(3)  2:58.10 福迫　優愛(3)  2:59.94 西田　光江(3)  3:00.06

南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ NGR 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 西原ＪＲＣ 春山陸上 大口スイムラン 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 高山Jr 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ

女子小学4年 800m 徳重　花恋(4)  2:46.43 清水　愛美(4)  2:53.21 中須　愛麻(4)  2:54.77 重　陽花里(4)  2:55.71 久冨木　万恵(4)  2:58.59 甲斐　空(4)  2:59.01 西　こはる(4)  2:59.34 早瀬　葵(4)  3:00.53

蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ SCC さつま柏原 高山Jr チェスト伊集院 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 枕崎陸上ｸﾗﾌﾞ チェスト伊集院

女子小学5年 800m 小園　怜華(5)  2:35.07 江口　瑠(5)  2:35.16 松島　明里(5)  2:41.87 松木　美友子(5)  2:43.45 児玉　四葉(5)  2:43.78 村山　世莉奈(5)  2:43.97 寺田　帆花(5)  2:44.93 上山口　彩(5)  2:46.11

チェスト伊集院 N'sRunner 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ 春山陸上 N'sRunner 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ 大口スイムラン

女子小学6年 800m 福迫　姫花(6)  2:26.04 橋口　心暖(6)  2:26.22 森山　七海(6)  2:35.34 松元　愛純(6)  2:35.41 田之頭　あかり(6)  2:35.42 杉山　美(6)  2:35.60 古川　美音(6)  2:37.62 井上　華(6)  2:38.31

きもつきｽﾎﾟｰﾂ NGR NER きもつきｽﾎﾟｰﾂ NGR SCC 種子島ＲＩＳＥ 粟ケ窪Jr陸上 きもつきｽﾎﾟｰﾂ 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ 春山陸上

女子中学1年 2000m 松永　彩葉(1)  6:44.60 下境田　美羽(1)  6:47.35 木之下　沙椰(1)  6:49.19 小園　彩華(1)  6:54.10 福田　莉々(1)  6:56.71 野竹　ゆめみ(1)  6:57.90 溝江　珠実(1)  7:00.57 岩切　舞里奈(1)  7:00.63

桜丘中 川内北中 伊集院北中 東市来中 ＳＣＣ 赤木名中 加治木中 隼人中

女子中学2･3年 3km 松永　珠緒(3) 10:22 宮田　梨奈(3) 10:24 平島　美来(3) 10:40 塩福　莉音(2) 10:42 溝江　悦子(3) 10:43 吉留　奈菜(3) 10:44 河野　萌衣(2) 10:44 岩下　萌乃(2) 10:53

桜丘中 鴨池中 赤木名中 隼人中 加治木中 いぶすきＳＣ 川内北中 谷山中

女子高校・一般 5km 上田　敏斗美 16:10 野﨑　こころ(1) 16:22 一山　麻緒(3) 16:24 中島　愛華(2) 16:25 久保　愛結美 16:29 荒武　志織(2) 16:30 重山　七海(2) 16:31 高木　結加(2) 16:33

京セラ 神村学園高 出水中央高 神村学園高 鹿児島銀行 神村学園高 鹿児島女高 福岡大

女子中学2･3年 三段跳 松澤　李夏(2) 10m26 川島　芽依(2) 9m95

鹿児島Jr -0.4 鹿児島Jr +0.0 

女子高校・一般 三段跳 中村　優美菜(1) 10m83 小浜　安理沙(2) 9m95 才口　真由(1) 9m86 西　夏美(2) 9m20

鶴丸高 +1.2 鶴丸高 +0.1 松陽高 +1.1 鶴翔高 +1.0 

2015年11月23日(月)
決勝一覧表

鴨池陸上競技場

凡例（NGR:大会新記録/ NER：県小学新記録）


