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第34回南日本小・中学生陸上競技大会（小学生の部） 2017年6月18日(日)

兼第33回　全国小学生陸上競技大会鹿児島県予選会 決勝一覧表
県立鴨池陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子4年 6/18 100m 今村　剛旗(4) 14.51 山田　蒼士(4) 14.66 川原　誠流(4) 15.18 坂元　瑛斗(4) 15.22 菅牟田　遥生(4) 15.35 山下　慶十(4) 15.38 福永　蒼(4) 15.97 岩切　健之介(4) 16.15

あいら陸上 -0.9 国分ジュニア -0.9 国分ジュニア -0.9 No1ヒオキ -0.9 出水市陸上 -0.9 鹿児島Jr陸上 -0.9 太陽SC忍者 -0.9 清水陸上 -0.9 
男子5年 6/18 100m 福峯　純一郎(5) 14.64 和田　康太(5) 14.80 佐藤　高太郎(5) 14.84 古市　聖剛(5) 15.00 山口　公平(5) 15.05 木下　聖太(5) 15.06 永井　大晟(5) 15.07 田平　海心(5) 15.12

No1ヒオキ -0.8 南さつまコミュ -0.8 出水市陸上 -0.8 No1ヒオキ -0.8 あいら陸上 -0.8 太陽SC忍者 -0.8 春山陸上 -0.8 鹿児島Jr陸上 -0.8 
男子6年 6/18 100m 中窪　日向(6) 12.59 森田　将巧(6) 13.08 高橋　英大(6) 13.34 飯牟禮　孔暉(6) 13.49 亀崎　大夢(6) 13.76 山内　健新(6) 13.86 岡本　陵汰(6) 13.91 坂元　龍晟(6) 13.92

高山Jr陸上 -1.6 米ノ津JAC -1.6 下西小 -1.6 チェスト伊集院 -1.6 串木野西陸上 -1.6 米ノ津JAC -1.6 出水市陸上 -1.6 国分ジュニア -1.6 
男子6年 6/18 800m 辻田　鉄人(6)  2:25.05 板山　幸汰(6)  2:26.81 福岡　俊祐(6)  2:30.45 米永　宝世(6)  2:32.09 福薗　蓮児(6)  2:32.64 日野　拓夢(6)  2:34.48 勝田　聖也(6)  2:34.56 久保　慶思(6)  2:40.89

国分ジュニア 西原ジュニア 高山Jr陸上 西原ジュニア 羽島陸上 隼人Jr陸上 串木野西陸上 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ

男子共通 6/18 80mH 増田　聖凪(6) 14.58 萩崎　駿矢(6) 14.62 佐々木　幹太(6) 15.62 清原　琉ノ進(5) 19.04 黒石　航大(5) 19.57 大谷　陽斗(5) 19.71
ウイングAC -1.3 高山Jr陸上 -1.3 阿久根陸上 -1.3 高尾野陸上 -1.3 高尾野陸上 -1.3 太陽SC忍者 -1.3 

男子共通 6/18 4×100mR 米ノ津JAC A 52.99 チェスト伊集院A 55.06 太陽SC忍者A 55.76 高山Jr陸上 56.33 国分ジュニアA 56.62 出水市陸上 57.16 No1ヒオキ 57.47 あいら陸上 58.85
  外　晃輔(6)   加行　環(6)   竹原　大翔(6)   地所　莉央(5)   川原　広聖(5)   佐藤　高太郎(5)   池田　珀杜(5)   水溜　星友(6)
  今濱　智洋(6)   勝田　晴風(6)   泊　篤志(6)   萩崎　駿矢(6)   坂元　龍晟(6)   岡本　陵汰(6)   古市　聖剛(5)   中島　彰吾(6)
  山内　健新(6)   田代　海翔(6)   木下　聖太(5)   福岡　俊祐(6)   馬場園　昴史(6)   茨木　慶治(6)   大内山　莉玖(6)   山口　公平(5)
  森田　将巧(6)   飯牟禮　孔暉(6)   木原　汰基(6)   中窪　日向(6)   辻田　鉄人(6)   宗像　壮真(5)   福峯　純一郎(5)   阿多　海周(6)

男子共通 6/18 走高跳 中原　大地(6) 1m30 小倉　一樹(6) 1m20
阿久根陸上 南九州ｽﾎﾟｰﾂ

男子5年 6/18 走幅跳 荒武　玲央(5) 4m13 川原　広聖(5) 3m98 今東　京史朗(5) 3m94 堀之内　翔和(5) 3m81 橋口　晋賀(5) 3m78 川波　恵士(5) 3m74 松﨑　俊汰郎(5) 3m74 神薗　一馬(5) 3m71
別府陸上 +0.9 国分ジュニア +2.6 さつま柏原 -0.5 串木野西陸上 +0.5 高山Jr陸上 +0.1 永吉陸上 +1.4 阿久根陸上 +1.9 ＩＳＣ -0.1 

男子6年 6/18 走幅跳 元田　葉月(6) 4m32 勝田　晴風(6) 4m31 片平　大稀(6) 4m14 新留　宙(6) 4m10 川畑　瑛希(6) 4m09 湯田　俊介(6) 4m02 萩原　隆二朗(6) 3m95 福添　相人(6) 3m94
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ疾風 +1.3 チェスト伊集院 +0.4 SCC +0.5 ベストランナーズ +2.4 SCC +1.7 粟ヶ窪Jr陸上 +1.1 ベストランナーズ +1.5 ＩＳＣ +1.2 

男子5年 6/18 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞ-ﾙ投 山下　智輝(5)  46m76 西野　駿汰(5)  43m57 上野　煌太(5)  41m63 重　大翔(5)  39m86 松島　悠斗(5)  35m12 増本　大幹(5)  35m10 古田　遼羽(5)  34m29 沖野　巧(5)  33m88
鹿児島Jr陸上 NPE NGR 田布施SC NPE NGR 南さつまコミュ 高山Jr陸上 津村陸上 高尾野陸上 田布施SC 南九州ｽﾎﾟｰﾂ

男子6年 6/18 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞ-ﾙ投 中島　彰吾(6)  54m29 野入　凌(6)  47m76 下温湯　来(6)  45m62 永井　翔晴(6)  44m54 市来　智大(6)  44m07 満冨　勇太(6)  43m19 田之上　恭也(6)  42m06 重森　朝陽(6)  40m99
あいら陸上 NPE NGR 南九州ｽﾎﾟｰﾂ ＩＳＣ 南九州ｽﾎﾟｰﾂ さつま柏原 さつま柏原 粟ヶ窪Jr陸上 さつま柏原

女子4年 6/18 100m 吉屋　優希乃(4) 14.73 上石坂　百梨(4) 15.16 内村　愛梨(4) 15.66 福添　椛杏(4) 15.70 宇藤　くらら(4) 15.82 上野　亜暢(4) 15.88 濵田　彩華(4) 15.97 三宅　美桜(4) 16.09
国分ジュニア -1.7 NGR チェスト伊集院 -1.7 吉野東陸上 -1.7 ＩＳＣ -1.7 米ノ津JAC -1.7 阿久根陸上 -1.7 国分ジュニア -1.7 粟ヶ窪Jr陸上 -1.7 

女子5年 6/18 100m 細川　友愛(5) 14.59 半田　一巴(5) 14.60 田之脇　菜月(5) 14.88 比良　寧々花(5) 15.06 西　未雅(5) 15.12 野端　陽菜(5) 15.22 神田　美咲(5) 15.34 宮久保　柊(5) 15.39
国分ジュニア -1.0 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ疾風 -1.0 粟ヶ窪Jr陸上 -1.0 No1ヒオキ -1.0 ＩＳＣ -1.0 高尾野陸上 -1.0 春山陸上 -1.0 高山Jr陸上 -1.0 

女子6年 6/18 100m 坂元　瑠菜(6) 13.70 西　こはる(6) 14.06 満園　彩可(6) 14.18 久冨木　万恵(6) 14.21 赤池　優(6) 14.23 鶴田　千花(6) 14.28 今中　万桜(6) 14.28 信太　葵(6) 14.41
阿久根陸上 -0.7 坊津学園 -0.7 SCC -0.7 チェスト伊集院 -0.7 No1ヒオキ -0.7 太陽SC忍者 -0.7 米ノ津JAC -0.7 粟ヶ窪Jr陸上 -0.7 

女子6年 6/18 800m 五反田　絵里香(6) 2:37.29 藤元　翼(6)  2:40.60 早瀬　葵(6)  2:40.95 重　陽花里(6)  2:42.51 長谷川　凛佳(6)  2:43.07 吉村　唯花(6)  2:45.27 横村　日花里(6)  2:46.61 前田　梨沙(6)  2:46.66
南九州ｽﾎﾟｰﾂ 枕崎陸上 チェスト伊集院 高山Jr陸上 吉野東陸上 国分ジュニア 隼人Jr陸上 鹿児島Jr陸上

女子共通 6/18 80mH 橋元　幸菜(6) 13.16 三宅　咲菜(6) 14.66 有川　実花(6) 14.67 花田　美優(5) 15.05 野崎　里星(6) 15.93 山路　梨湖(6) 16.22 華野　桜(6) 18.50
阿久根陸上  '-2.2  NPE NGR 粟ヶ窪Jr陸上 -2.2 太陽SC忍者 -2.2 阿久根陸上 -2.2 吉野東陸上 -2.2 高山Jr陸上 -2.2 出水市陸上 -2.2 

女子共通 6/18 4×100mR 阿久根陸上A 56.19 粟ヶ窪Jr陸上A 56.21 チェスト伊集院A 56.27 国分ジュニアA 56.87 No1ヒオキA 57.42 SCC A 57.79 吉野東陸上A 58.33 出水市陸上A 59.61
  上野　莉々華(6)   西迫　蘭(6)   内田　菜々(6)   山田　百々花(6)   木下　日陽(6)   若吉　ひより(6)   野崎　里星(6)   岩下　萌依(6)
  坂元　瑠菜(6)   信太　葵(6)   古屋　明佳里(6)   細川　友愛(5)   楠本　咲綺(6)   春田　花梨(6)   園田　小綾(6)   田中　架恋(6)
  尾崎　陽菜(6)   三宅　咲菜(6)   早瀬　葵(6)   酒匂　葵唯(6)   福田　陽菜(5)   吉松　美香(6)   山下　れもん(5)   迫田　陽愛(5)
  橋元　幸菜(6)   田之脇　菜月(5)   久冨木　万恵(6)   岡留　結衣(6)   赤池　優(6)   渕脇　しずく(6)   松木　桃愛(6)   華野　桜(6)

女子共通 6/18 走高跳 若吉　ひより(6) 1m25 小島　愛莉(6) 1m20 吉松　美香(6) 1m15 橋本　愛梨(5) 1m10 西之原　真心(5) 1m05
SCC 串木野西陸上 SCC 串木野西陸上 かのやFSC

女子5年 6/18 走幅跳 川﨑　香奈美(5) 3m76 黒神　璃菜(5) 3m60 淵田　瑠奈(5) 3m58 山下　れもん(5) 3m55 西山　莉央(5) 3m44 上野　愛李沙(5) 3m37 益満　菜々美(5) 3m35 馬場園　桃(5) 3m27
南さつまコミュ +1.0 阿久根陸上 +1.1 別府陸上 +1.4 吉野東陸上 +0.7 清水陸上 +1.4 栗野陸上 +1.4 No1ヒオキ +1.3 阿久根陸上 +1.4 

女子6年 6/18 走幅跳 松木　桃愛(6) 4m50 岡留　結衣(6) 4m11 中須　愛麻(6) 4m03 田之脇　いな穂(6) 3m86 杉元　優凪(6) 3m68 西田　天迦(6) 3m68 脇　七美(6) 3m24 竹野　いさな(6) 3m24
吉野東陸上 +1.6 国分ジュニア +1.1 さつま柏原 +1.2 粟ヶ窪Jr陸上 +0.4 高尾野陸上 +1.4 さつま柏原 +1.2 栗野陸上 -0.3 栗野陸上 +0.8 

女子5年 6/18 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞ-ﾙ投 黒瀬　笑(5)  38m59 小川　天(5)  32m40 茨木　彩香(5)  28m22 佐々木　優依(5)  27m63 野本　彩(5)  25m92 坂井　優月(5)  20m92 平山　未理(5)  19m75 田之上　亜希(5)  14m39
田布施SC NPE NGR 折多陸上 出水市陸上 大口スイムラン 栗野陸上 出水市陸上 出水市陸上 国分ジュニア

女子6年 6/18 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞ-ﾙ投 西迫　蘭(6)  39m57 西田　風迦(6)  39m56 森薗　理帆(6)  37m89 清水　愛美(6)  35m93 深野　真鈴(6)  35m30 大迫　萌(6)  34m00 辰野　心瑚(6)  33m70 古川　千暖(6)  33m68
粟ヶ窪Jr陸上 さつま柏原 田布施SC SCC 田布施SC 南九州ｽﾎﾟｰﾂ 南九州ｽﾎﾟｰﾂ 清水陸上

凡例（NGR:大会新記録/ NPE:県小学校新記録）


