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第35回南日本小学生陸上競技大会 2018年6月17日(日)

兼第34回　全国小学生陸上競技大会鹿児島県予選会 決勝一覧表
県立鴨池補助競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

6/17 男子4年 100m 楮山　仁智(4) 15.00 橋元　翔琉(4) 15.19 井上　結太郎(4) 15.27 坂元　煌太(4) 15.56 重信　佑和(4) 15.65 瀧井　琥太郎(4) 15.66 吉村　将貴(4) 15.75 満元　隆博(4) 15.77

羽島陸上 -1.5 阿久根陸上 -1.5 SCC -1.5 国分ジュニア -1.5 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ疾風 -1.5 吉野東陸上 -1.5 国分ジュニア -1.5 チェスト伊集院 -1.5 

6/17 男子5年 100m 山田　蒼士(5) 13.85 今村　剛旗(5) 14.29 西尾　優之介(5) 14.29 坂元　瑛斗(5) 14.75 菅牟田　遥生(5) 14.76 木下　暖(5) 14.93 山口　実津留(5) 14.99 福永　蒼(5) 15.01

国分ジュニア -2.2 あいら陸上 -2.2 Ｎｏ１ヒオキ -2.2 Ｎｏ１ヒオキ -2.2 出水市陸上 -2.2 Ｎｏ１ヒオキ -2.2 高尾野陸上 -2.2 太陽SC忍者 -2.2 

6/17 男子6年 100m 川上　鼓太郎(6) 13.06 福峯　純一郎(6) 13.38 佐藤　高太郎(6) 14.03 和田　康太(6) 14.20 木下　聖太(6) 14.60 宇都　健太(6) 14.60 宮下　琉多(6) 14.68 前田　悠汰(6) 14.97

太陽SC忍者 -2.1 Ｎｏ１ヒオキ -2.1 出水市陸上 -2.1 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ -2.1 太陽SC忍者 -2.1 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ -2.1 春山陸上 -2.1 SCC -2.1 

6/17 男子6年 800m 日高　悠翔(6)  2:22.35 中原　翼(6)  2:27.91 弓指　浩史郎(6)  2:31.01 野口　真志(6)  2:32.30 岩切　煌世(6)  2:33.65 地所　莉央(6)  2:35.29 南谷　あきと(6)  2:37.40 茅野　泰介(6)  2:37.42

高山ジュニア 枕崎陸上クラブ 国分ジュニア チェスト伊集院 大口スイムラン 高山ジュニア 高山ジュニア 枕崎陸上クラブ

6/17 男子共通 80mH 松島　悠斗(6) 13.98 有郷　莉久(6) 14.16 湯面　岬樹(5) 14.95 濵田　凌司(6) 15.55 神薗　一馬(6) 15.84 仮屋　玲(5) 16.13 西川　皇志(6) 16.59

津村陸上クラブ -2.6 大口スイムラン -2.6 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ -2.6 ウイングAC -2.6 ISC -2.6 串木野西陸上 -2.6 国分ジュニア -2.6 

6/17 男子共通 4×100mR Ｎｏ１ヒオキ 54.17 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨA 54.39 出水市陸上 56.80 高山ジュニア 56.84 国分ジュニアA 56.86 枕崎陸上クラブ 57.34 春山陸上A 57.38 あいら陸上A 57.82

  坂元　瑛斗(5)   上田　智博(6)   佐藤　高太郎(6)   地所　莉央(6)   市野　太麒(6)   田中　海誠(6)   二俣　琉唯(5)   東　由逞(5)

  古市　聖剛(6)   和田　康太(6)   菅牟田　遥生(5)   南谷　あきと(6)   山田　蒼士(5)   中村　海渡(6)   永井　大晟(6)   今村　剛旗(5)

  西尾　優之介(5)   上野　煌太(6)   宗像　壮真(6)   橋口　晋賀(6)   川原　広聖(6)   立石　瑛士(6)   徳永　太智(5)   山口　公平(6)

  福峯　純一郎(6)   宇都　健太(6)   黒田　大翔(5)   日高　悠翔(6)   宮原　輝大(5)   中原　翼(6)   濱田　大輝(6)   平松　希叶(5)

6/17 男子共通 走高跳 上野　煌太(6) 1m35 馬場　海吏(6) 1m25 安田　琉冴(6) 1m20 久保木　悠介(5) 1m15 益田　歩武(6) 1m10

南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ 鹿児島Jr陸上 あいら陸上 国分南 下水流陸上

6/17 男子5年 走幅跳 早瀬　翔(5) 4m00 山口　遼人(5) 3m96 木浦　覇琥(5) 3m90 永里　羽琉(5) 3m79 淵田　玲亜(5) 3m78 今村　智将(5) 3m53 松原　諒平(5) 3m36 西　真弘(5) 3m26

チェスト伊集院 +1.1 阿久根陸上 +0.7 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ +0.7 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ疾風 +2.1 粟ヶ窪Jｒ陸上 -0.6 出水市陸上 +1.1 あいら陸上 +1.4 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ +0.6 

6/17 男子6年 走幅跳 荒武　玲央(6) 4m71 川波　恵士(6) 4m67 今東　京史朗(6) 4m59 樋高　多聞(6) 4m42 田平　海心(6) 4m40 川原　広聖(6) 4m38 橋口　晋賀(6) 4m15 伊原　爽一郎(6) 4m14

別府陸上 +0.7 永吉陸上 +1.0 さつま柏原 +1.1 鹿児島Jr陸上 +0.3 鹿児島Jr陸上 +1.4 国分ジュニア +1.1 高山ジュニア +1.6 下水流陸上 +0.4 

6/17 男子5年 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞ-ﾙ投 岩切　健之介(5)  43m65 二木　圭祐(5)  40m85 梶原　快仁(5)  39m40 山内　大駕(5)  37m32 永野　将史(5)  37m12 今辻　夏樹(5)  33m03 舞田　和泉(5)  33m03 大嵩　星(5)  32m41

清水陸上 田布施SC 田布施SC 南九州SC SCC 田布施SC 太陽SC忍者 国分ジュニア

6/17 男子6年 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞ-ﾙ投 西野　駿汰(6)  53m89 古田　遼羽(6)  50m89 山下　智輝(6)  46m33 尾上　晴彦(6)  40m72 沖野　巧(6)  36m89 田邉　奏侍(6)  32m93 白川　礼(6)  32m68 増本　大幹(6)  32m44

田布施SC 田布施SC 鹿児島Jr陸上 折多陸上クラブ 南九州SC SCC 国分ジュニア 高尾野陸上

6/17 女子4年 100m 楠田　ゆうな(4) 14.48 塗木　淳菜(4) 15.52 森山　心月(4) 15.63 田野　日葵(4) 15.80 鮎川　蘭(4) 15.84 駿河崎　みな(4) 16.14 古市　愛聖(4) 16.20 安田　礼奈(4) 16.21

阿久根陸上 +0.0 NGR 鹿児島Jr陸上 +0.0 Ｎｏ１ヒオキ +0.0 太陽SC忍者 +0.0 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ +0.0 高山ジュニア +0.0 Ｎｏ１ヒオキ +0.0 大口スイムラン +0.0 

6/17 女子5年 100m 吉屋　優希乃(5) 14.46 上石坂　百梨(5) 14.70 濵田　彩華(5) 14.90 田嶋　結月(5) 14.96 下田　星奈(5) 15.09 栗野　えみ(5) 15.24 上野　亜暢(5) 15.53 日置　千智(5) 15.73

国分ジュニア -0.7 チェスト伊集院 -0.7 国分ジュニア -0.7 Ｎｏ１ヒオキ -0.7 Ｎｏ１ヒオキ -0.7 坊津陸上 -0.7 阿久根陸上 -0.7 あいら陸上 -0.7 

6/17 女子6年 100m 半田　一巴(6) 14.07 細川　友愛(6) 14.19 田之脇　菜月(6) 14.25 比良　寧々花(6) 14.33 濵迫　あや未(6) 14.46 西　未雅(6) 14.54 上川　もか(6) 14.82 元島　一乃(6) 14.84

ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ疾風 -3.1 国分ジュニア -3.1 粟ヶ窪Jｒ陸上 -3.1 Ｎｏ１ヒオキ -3.1 ISC -3.1 ISC -3.1 えのアスリート -3.1 Ｎｏ１ヒオキ -3.1 

6/17 女子6年 800m 上川畑　未来(6)  2:43.28 森　琉夏(6)  2:45.34 山尾　実礼(6)  2:45.40 田原　美姫(6)  2:46.65 西田　光江(6)  2:47.49 江口　亜美(6)  2:48.85 小倉　陽菜(6)  2:52.86 志賀　ひびき(6)  2:53.80

さつま柏原 いぶすきSC 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ 吉野東陸上 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ 大口スイムラン 国分ジュニア 春山陸上

6/17 女子共通 80mH 花田　美優(6) 13.52 宮久保　柊(6) 14.23 宇都　七菜(6) 14.85 河上　そら(6) 15.33 高口　永恋(5) 15.46 坂野　あやな(6) 15.71 猿楽　美羽(6) 16.65 中間　愛結(6) 17.01

阿久根陸上 -1.8 高山ジュニア -1.8 えのアスリート -1.8 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ疾風 -1.8 阿久根陸上 -1.8 津村陸上クラブ -1.8 阿久根陸上 -1.8 えのアスリート -1.8 

6/17 女子共通 4×100mR 国分ジュニアA 55.43 Ｎｏ１ヒオキ 56.47 阿久根陸上A 56.89 ISC 57.58 太陽SC忍者A 57.59 えのアスリートA 57.64 粟ヶ窪Jｒ陸上 57.89 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ疾風 58.71

  井上　ハルカ(6)   田嶋　結月(5)   上野　亜暢(5)   西元　すみれ(6)   西窪　彩華(6)   宇都　七菜(6)   永山　麗(6)   福本　美菜(6)

  吉屋　優希乃(5)   比良　寧々花(6)   花田　美優(6)   濵迫　あや未(6)   上村　遥菜(6)   上川　もか(6)   田之脇　菜月(6)   河上　そら(6)

  濵田　彩華(5)   福田　陽菜(6)   高口　永恋(5)   東　莉桜奈(6)   三浦　咲月(6)   鍛冶屋　乃綾(6)   三宅　美桜(5)   井手下　麗桜(6)

  細川　友愛(6)   元島　一乃(6)   馬場園　桃(6)   西　未雅(6)   鳩野　苺菜(6)   東　里穂(6)   盛迫　桜奈(6)   半田　一巴(6)

6/17 女子共通 走高跳 西園　麻央(5) 1m20 馬場園　桃(6) 1m15 村山　凛檎(6) 1m15 吉浦　未彩希(5) 1m05 同順：橋本　愛梨(6) 1m05 松永　万梨音(5) 1m05 山内　花夏(5) 1m00

阿久根陸上 阿久根陸上 チェスト伊集院 SCC 串木野西陸上 阿久根陸上 米ノ津JAC

6/17 女子5年 走幅跳 内村　愛梨(5) 4m15 松山　花栄(5) 4m04 竹山　梨理香(5) 3m79 福元　彩華(5) 3m74 中原　侑里(5) 3m72 冨満　彩輝(5) 3m68 中村　夢亜(5) 3m65 大崎　寧々(5) 3m46

吉野東陸上 -0.2 栗野陸上 +1.2 津村陸上クラブ +2.5 チェスト伊集院 +0.8 鹿児島Jr陸上 -0.5 高尾野陸上 -0.7 ISC +1.3 吉野東陸上 +2.9 

6/17 女子6年 走幅跳 川﨑　香奈美(6) 4m20 今和泉　未来(6) 4m19 栫　早和(6) 4m19 淵田　瑠奈(6) 4m05 肥後　果凛(6) 3m99 益満　菜々美(6) 3m85 井手下　麗桜(6) 3m83 上野　愛李沙(6) 3m74

南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ +3.2 栗野陸上 +0.7 SCC +2.3 別府陸上 +4.9 栗野陸上 +1.5 Ｎｏ１ヒオキ +2.9 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ疾風 +2.7 栗野陸上 +2.9 

6/17 女子5年 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞ-ﾙ投 前田　美沙(5)  40m96 中拾石　理心(5)  33m16 橋口　凛(5)  31m43 大浪　ゆな(5)  30m41 本田　珠梨(5)  30m12 東　萌加(5)  29m32 鶴田　桃子(5)  26m91 藤崎　真凛(5)  24m95

さつま柏原 NPE5 NGR 田布施SC 田布施SC 吉野東陸上 さつま柏原 清水陸上 南九州SC 太陽SC忍者

6/17 女子6年 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞ-ﾙ投 黒瀬　笑(6)  43m96 小川　天(6)  37m85 樗木　渚(6)  33m01 上屋敷　蘭(6)  32m27 神田　美咲(6)  31m21 内村　鈴梛(6)  23m24

田布施SC NPE NGR 折多陸上クラブ 大口スイムラン さつま柏原 春山陸上 栗野陸上

凡例（NGR:大会新記録/ NPE:県小学校新記録）


