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第13回　鹿児島レディース陸上競技大会 2016年11月23日(水)
決勝一覧表

鴨池陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子小学1年 11/23 ８００ｍ 中森　楽稀(1)  3:14.14 雪丸　虎之介(1)  3:22.12 福吉　輝(1)  3:22.65 清水　幸夢(1)  3:26.86 丸山　大輝(1)  3:27.59 志賀　良太(1)  3:28.57 大井　孝太郎(1)  3:30.31 中村　光陽(1)  3:34.26

吉野東陸上 粟ヶ窪Jr陸上 加世田陸上 加世田陸上 SCC 春山陸上 羽島陸上 ISC

男子小学2年 11/23 ８００ｍ 戸田　健太郎(2)  2:57.26 鮫島　慎之介(2)  2:59.70 原口　大志(2)  3:01.34 勝田　光一郎(2)  3:07.36 今川　寛太(2)  3:07.70 楮山　仁智(2)  3:09.83 小浦　泰我(2)  3:10.13 山下　航輝(2)  3:11.61

さつま柏原 羽島陸上 吉野東陸上 高山ｼﾞｭﾆｱ 切通陸上 羽島陸上 春山陸上 ﾁｪｽﾄ伊集院

男子小学3年 11/23 ８００ｍ 岩切　健之介(3)  2:53.00 前田　駿斗(3)  2:56.61 前山　弘樹(3)  2:58.48 松尾　章太(3)  2:58.57 大山　俊平(3)  2:58.80 淵田　玲亜(3)  2:59.41 松元　亮太郎(3)  3:02.31 萩崎　翼(3)  3:04.29

清水陸上 春山陸上 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞR 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ 高山ｼﾞｭﾆｱ 粟ヶ窪Jr陸上 春山陸上 高山ｼﾞｭﾆｱ

男子小学4年 11/23 ８００ｍ 大山　こうた(4)  2:45.31 櫨元　優馬(4)  2:46.45 鮫島　虎太郎(4)  2:47.95 上野　煌太(4)  2:48.44 地所　莉央(4)  2:51.65 野口　真志(4)  2:52.59 中馬　巧翔(4)  2:53.99 山口　公平(4)  2:54.48

奄美SRC SCC 羽島陸上 加世田陸上 高山ｼﾞｭﾆｱ ﾁｪｽﾄ伊集院 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞR あいら陸上

男子小学5年 11/23 ８００ｍ 飯牟禮　孔暉(5)  2:31.25 板山　幸汰(5)  2:33.44 尾込　脩也(5)  2:35.50 牧尾　優志(5)  2:39.58 久保　慶思(5)  2:42.88 山内　健新(5)  2:43.24 板山　侑汰(5)  2:45.15 萩崎　駿矢(5)  2:45.58

ﾁｪｽﾄ伊集院 西原JRC 南九州ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞR 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ 切通陸上 西原JRC 高山ｼﾞｭﾆｱ

男子小学6年 11/23 ８００ｍ 福永　貴仁(6)  2:23.77 貴島　康平(6)  2:24.49 石神　義樹(6)  2:26.94 小田　祥夢(6)  2:27.58 平　慈源(6)  2:27.65 細谷　海至(6)  2:33.82 清藤　悠里(6)  2:35.96 久保田　祐生(6)  2:38.49

春山陸上 えのｱｽﾘｰﾄ 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞR 奄美SRC 長島陸上 枕崎陸上ｸﾗﾌﾞ 坂之上ｸﾗﾌﾞ 西原JRC

女子小学1年 11/23 ８００ｍ 図師　来華(1)  3:14.93 新名　桜子(1)  3:21.81 三宅　楓香(1)  3:22.50 松林　雛子(1)  3:25.71 前之園　こらん(1)  3:31.01 緒方　桃子(1)  3:34.98 久保　舞佳(1)  3:38.29 清水　怜咲(1)  3:39.35

春山陸上 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞR 粟ヶ窪Jr陸上 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞR 春山陸上 大口ｽｲﾑﾗﾝ 羽島陸上 枕崎陸上ｸﾗﾌﾞ

女子小学2年 11/23 ８００ｍ 安田　礼奈(2)  3:05.04 清藤　梨央(2)  3:08.46 永田　莉奈(2)  3:08.87 藤田　稀愛(2)  3:14.92 有郷　莉麻(2)  3:17.22 佐多　茉奈美(2)  3:17.75 長田　莉歩(2)  3:19.12 鮎川　蘭(2)  3:19.50

大口ｽｲﾑﾗﾝ 坂之上ｸﾗﾌﾞ 大口ｽｲﾑﾗﾝ 大口ｽｲﾑﾗﾝ 大口ｽｲﾑﾗﾝ 春山陸上 西田小 加世田陸上

女子小学3年 11/23 ８００ｍ 内村　愛梨(3)  2:58.85 大浪　ゆな(3)  2:59.05 三宅　美桜(3)  2:59.86 辻　華音(3)  3:01.38 重森　瞳(3)  3:02.53 福元　彩華(3)  3:03.80 中村　夢亜(3)  3:06.95 福添　椛杏(3)  3:06.97

吉野東陸上 吉野東陸上 粟ヶ窪Jr陸上 えのｱｽﾘｰﾄ さつま柏原 ﾁｪｽﾄ伊集院 ISC ISC

女子小学4年 11/23 ８００ｍ 川﨑　香奈美(4)  2:42.16 神田　美咲(4)  2:48.96 吉田　美咲(4)  2:49.78 上　環(4)  2:49.84 松林　穂乃歌(4)  2:52.54 半田　一巴(4)  2:58.26 平野　愛莉(4)  2:59.15 野元　菜(4)  3:00.28

加世田陸上 春山陸上 西原JRC 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞR 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞR ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ疾風 春山陸上 春山陸上

女子小学5年 11/23 ８００ｍ 徳重　花恋(5)  2:36.93 藤元　翼(5)  2:38.15 重　陽花里(5)  2:46.54 五反田　絵里香(5)  2:46.78 久冨木　万恵(5)  2:47.69 甲斐　空(5)  2:49.26 村川　心萌(5)  2:50.60 中須　愛麻(5)  2:51.02

蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞR 枕崎陸上ｸﾗﾌﾞ 高山ｼﾞｭﾆｱ 南九州ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ﾁｪｽﾄ伊集院 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞR 高山ｼﾞｭﾆｱ さつま柏原

女子小学6年 11/23 ８００ｍ 小園　怜華(6)  2:34.80 沖田　萌々(6)  2:35.75 新名　春風(6)  2:38.39 貴島　理子(6)  2:38.84 岩切　環希(6)  2:42.01 兒玉　四葉(6)  2:42.23 永吉　悠倭(6)  2:43.47 大山　穂乃花(6)  2:44.15

ﾁｪｽﾄ伊集院 さつま柏原 蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞR えのｱｽﾘｰﾄ 清水陸上 春山陸上 春山陸上 奄美SRC

女子中学1年 11/23 ２０００ｍ 立迫　志穂(1)  6:41.51 野村　優花(1)  6:42.66 福迫　姫花(1)  6:43.05 平田　千夏(1)  6:43.38 森山　七海(1)  6:48.92 藤谷　こころ(1)  6:52.60 岩本　果乃(1)  6:55.94 橋口　心暖(1)  6:58.44

天保山中 国分南中 高山中 重富中 城西中 重富中 伊集院中 高山中

女子中学2･3年 11/23 ３km 森　楓花(3) 10:22 塩福　莉音(3) 10:25 西元　愛理(3) 10:30 木之下　沙椰(2) 10:31 松永　彩葉(2) 10:38 岩下　萌乃(3) 10:39 立迫　望美(3) 10:45 黒川　円佳(2) 10:51

いぶすきSC 隼人中 松元中 伊集院北中 桜丘中 谷山中 天保山中 国分南中

女子高校・一般 11/23 ５km 金丸　清香(2) 16:37 前田　海音(2) 16:38 高木　結加(3) 16:40 久保　愛結美 16:49 清水　麗奈(2) 16:56 川路　芽生(3) 17:02 立山　莉緒(2) 17:16 久保　亜美 17:16

鹿児島女子高 鹿児島女子高 福岡大 鹿児島銀行 出水中央高 樟南高 鹿児島女子高 鹿児島銀行

女子中学2･3年 11/23 三段跳 松澤　李夏(3) 10m41 臼井　理乃(2) 9m36 竹元　千夏(2) 9m28 郡山　桜(2) 9m13 壱崎　えな(2) 8m58 梅木　菜々実(2) 8m37 満園　由華(2) 8m29

鹿児島Jr +1.8 NGR 城西中 +4.3 城西中 +2.6 城西中 +0.6 城西中 +0.3 城西中 +0.5 城西中 +1.3 

女子高校・一般 11/23 棒高跳 吉永　真歩(2) 2m30 山口　華怜(1) 2m20 森本　聖羅(2) 2m20 大田　萌香(2) 2m20

鹿児島高 鹿屋高 鹿児島高 鹿児島南高

女子高校・一般 11/23 三段跳 満崎　千里(3) 11m13 松澤　咲彩(2) 11m11 柿元　紗奈(2) 10m88

熊本大 +2.1 ※ 鹿児島高 +2.6 鹿屋高 +1.4 NGR

※女子高校・一般三段跳1位満崎千里は6回目11m03（+1.4）が大会新記録

凡例（NGR:大会新記録）


