
Page:1 of 1

第50回 ジュニアオリンピック鹿児島県予選会 決勝一覧表 2019年8月31日(土) 白波スタジアム
日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子C 8/31 100m 大久保　颯(2) 11.59 坂元　龍晟(2) 11.69 福峯　純一郎(1) 11.96 瀬戸口　隆貴(2) 12.11 應本　聡太(2) 12.18 松崎　龍斗(1) 12.46 元田　葉月(2) 12.46 北里　優弥(2) 12.56
+0.9 鹿屋東中 舞鶴中 谷山北中 鹿児島Jr 大崎中 高尾野中 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ疾風 吉野中

男子C 8/31 1500m 村山　天斗(2)  4:31.96 勝田　聖也(2)  4:37.87 桑野　康星(1)  4:40.45 岩切　煌世(1)  4:41.68 豊留　叶夢(2)  4:41.73 弓指　浩史郎(1)  4:42.83 永井　大晟(1)  4:44.41 小園　竜成(1)  4:44.79
高尾野中 串木野西陸上 東谷山中 大口中央中 別府中 国分南中 松元中 東市来中

男子C 8/31 走幅跳 應本　聡太(2) 5m92 瀬戸口　隆貴(2) 5m74 片平　大稀(2) 5m53 川波　恵士(1) 5m45 元田　葉月(2) 5m44 馬場　海吏(1) 5m23 吉崎　聖矢(2) 5m11 小寺　琉生(1) 4m87
大崎中 +2.0 鹿児島Jr +2.1 武岡中 +1.4 SCC +1.4 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ疾風 +1.9 東谷山中 +1.2 頴娃中 +2.5 伊集院中 +1.7 

男子B 8/31 100m 中窪　日向(2) 11.42 清水　雅人(2) 11.73 伊瀬知　瑠真(3) 11.80 福田　雄大(2) 11.89 庄籠　大翔(2) 11.90 木口　楓斗(3) 12.00 花田　琥太郎(2) 12.03 井上　響吾(2) 12.09
+1.0 高山中 朝日中 舞鶴中 高尾野中 帖佐中 川内北中 東谷山中 高尾野中

男子B 8/31 1500m 塚田　和樹(3)  4:13.38 玉目　陸(2)  4:13.77 立迫　大徳(2)  4:21.70 齊藤　莉樹(2)  4:21.77 宮内　大輔(2)  4:22.23 飯牟礼　孔暉(2)  4:27.00 中村　秀(3)  4:27.15 宮下　十碧(2)  4:30.64
南中 出水中 天保山中 伊集院中 伊敷中 東市来中 NRA 東谷山中

男子B 8/31 110mH 萩﨑　駿矢(2) 16.70 馬立　梨玖(2) 17.66 藤山　大輔(2) 18.02 田畑　秀磨(2) 18.15 德永　煌介(2) 18.28 長峯　飛翔(2) 19.13
(0.914m) 吾平中 +0.9 宮之城中 +0.9 川内中央中 +0.9 川内中央中 +0.9 末吉中 +0.9 吾平中 +0.9 

男子B 8/31 走幅跳 太田　芳栄(3) 6m66 岡本　陵汰(2) 5m96 平　晴登(2) 5m83 木口　楓斗(3) 5m72 福留　聖翔(2) 5m71 雪丸　凌駕(2) 5m59 村尾　漣斗(3) 5m46 新留　宙(2) 5m37
伊敷中 +2.1 出水中 +0.8 志學館中 +1.0 川内北中 +1.8 帖佐中 +1.0 頴娃中 +1.4 谷山中 +0.4 舞鶴中 +1.6 

男子B 8/31 砲丸投 弓削　大輔(2)  11m54 濱部　凛(2)  10m27 宮原　史凪(2)   9m61 古城　頼斗(2)   9m53 田畑　秀磨(2)   9m50 大内田　成(2)   8m86 西　悠月(3)   8m82 吉村　歌之臣(2)   8m69
(4.000kg) 東谷山中 上市来中 大川内中 出水中 川内中央中 和田中 高尾野中 城西中

男子A 8/31 100m 松嶋　碧士(3) 11.14 神宮　雄大(3) 11.24 西元　鈴之進(3) 11.26 今林　優朗(3) 11.29 長渡　遼翔(3) 11.46 野田　裕介(3) 11.63 大久保　快(3) 11.78 久森　蓮真(3) 11.84
+1.1 帖佐中 重富中 楠隼中 出水中 種子島中 末吉中 谷山北中 和田中

男子A 8/31 200m 西元　鈴之進(3) 22.70 長渡　遼翔(3) 22.86 松嶋　碧士(3) 22.93 永里　慶太(3) 23.10 野田　裕介(3) 23.28 久森　蓮真(3) 24.02 崎山　壮志(3) 24.09 小川　嗣友(3) 24.17
楠隼中 +1.7 種子島中 +1.7 帖佐中 +1.7 舞鶴中 +1.7 末吉中 +1.7 和田中 +1.7 加治木中 +1.0 帖佐中 +1.0 

男子A 8/31 3000m 三角　洸太(1)  9:05.27 清藤　悠里(3)  9:05.88 池田　結楽(3)  9:07.28 吉村　淑秀(3)  9:23.97 市森　歩望(3)  9:25.59 久保　俊翔(3)  9:29.21 野中　陽向(3)  9:32.80 下市　聖凪(3)  9:33.03
鹿児島城西高 和田中 米ノ津中 国分中 出水中 帖佐中 高尾野中 宮之城中

男子A 8/31 110mJH 平田　和(3) 15.43 藤下　海里(3) 15.59 西窪　優斗(3) 16.47 木原　豪志(3) 16.73 上井　翼(3) 17.31 上和田　樹(3) 18.22 網田　遼介(3) 22.27
(0.990m) 神村学園中 +1.5 頴娃中 +1.5 和田中 +1.5 川内南中 +1.5 帖佐中 +1.5 城西中 +1.5 鹿児島玉龍中 +1.5 

男子A 8/31 走高跳 塩盛　稜太(3) 1m60 福元　敦士(3) 1m60
出水中 重富中

男子A 8/31 砲丸投 今別府　優樹(3)  12m02 大原　颯太(3)  11m52 上原　奏汰(3)  10m74 濵田　玲将(3)  10m67 杉　太空海(3)  10m04 山口　翔(3)   9m51 金子　元(3)   7m43
(5.000kg) 東谷山中 帖佐中 城ケ丘中 阿久根中 与論中 谷山中 楠隼中

男子共通 8/31 円盤投 大原　颯太(3)  29m95 永濵　飛鳥夢(2)  26m27 弓削　大輔(2)  25m33 上原　奏汰(3)  23m99 宮原　史凪(2)  20m43 濱部　新(1)  20m17 下川床　涼和(3)  19m17 大村　凜斗(3)  17m32
(1.500kg) 帖佐中 頴娃中 東谷山中 城ケ丘中 大川内中 上市来中 NRA 大川内中

男子共通 8/31 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 山﨑　天聖(3)  59m40 川畑　陽介(2)  53m04 中島　彰吾(2)  47m42 松永　健希(3)  47m15 新屋　涼大(3)  46m48 砂坂　健太(3)  46m28 塚田　和樹(3)  45m54 今別府　優樹(3)  41m81
大川内中 串木野西中 重富中 川内北中 川内南中 生冠中 南中 東谷山中

女子C 8/31 100m 井上　ハルカ(1) 13.18 福田　陽菜(1) 13.39 上川　もか(1) 13.50 半田　一巴(1) 13.63 田之脇　菜月(1) 13.66 細川　友愛(1) 13.68 福本　美菜(1) 13.68 吉村　愛里(2) 13.80
+1.3 国分南中 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 川内北中 大口中央中 頴娃中 舞鶴中 鹿児島第一中 川内北中

女子C 8/31 800m 上　環(1)  2:27.01 上川畑　未来(1)  2:27.08 五反田　絵里香(2)  2:28.67 平野　愛莉(1)  2:29.11 馬場園　桃(1)  2:30.18 神田　美咲(1)  2:30.99 野元　菜(1)  2:33.37 黒神　璃菜(1)  2:33.73
蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞR 宮之城中 川辺中 松元中 阿久根中 松元中 松元中 阿久根中

女子C 8/31 走幅跳 野口　ゆき(1) 4m65 半田　一巴(1) 4m63 上川　もか(1) 4m55 栫　早和(1) 4m46 川原　和香(1) 4m45 井手下　麗桜(1) 4m34 田之脇　菜月(1) 4m30 永里　晶(1) 4m27
加治木中 +2.7 大口中央中 +1.3 川内北中 +0.7 SCC +2.2 川内南中 +2.1 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ疾風 +2.0 頴娃中 +0.9 吉野中 +1.3 

女子B 8/31 100m 坂元　瑠菜(2) 12.68 東田　莉桜(2) 12.93 赤池　優(2) 13.24 滿園　彩可(2) 13.29 宮田　莉寿(3) 13.31 信太　葵(2) 13.44 田島　朱(3) 13.49 佐藤　理乃(2) 13.50
+0.9 阿久根中 鹿屋東中 谷山中 城西中 出水中 頴娃中 松元中 帖佐中

女子B 8/31 1500m 新名　春風(3)  4:46.22 蓑毛　愛子(2)  4:49.44 永吉　愛佳(2)  4:50.10 本坊　あこ(2)  4:50.13 沖田　萌々(3)  4:52.85 小園　怜華(3)  4:53.11 駒路　ひかる(3)  4:55.93 二宮　菜々子(3)  4:56.06
蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞR 帖佐中 西紫原中 東谷山中 宮之城中 東市来中 第一鹿屋中 加世田中

女子B 8/31 100mH 柳田　陽香(2) 15.10 橋元　幸菜(2) 15.27 三宅　咲菜(2) 16.09 春田　花梨(2) 16.60 坂上　友希乃(3) 16.77 野添　小春(2) 17.56 中西　菜々美(2) 17.82 瀬戸山　珠梨(2) 18.38
(0.762m) 城西中 +1.1 野田中 +1.1 頴娃中 +1.1 鹿児島Jr +1.1 種子島中 +1.1 大口明光学園中 +1.1 国分南中 +1.1 川内北中 +1.4 

女子B 8/31 走幅跳 柳田　陽香(2) 5m12 緒方　桜咲(3) 5m02 松木　桃愛(2) 4m95 吉村　美空(2) 4m91 中須　愛麻(2) 4m85 田中　架恋(2) 4m82 中村　望愛(3) 4m76 田之脇　いな穂(2) 4m62
城西中 +1.1 大口中央中 +2.2 鹿児島Jr +2.2 加治木中 +1.9 宮之城中 +0.7 米ノ津中 +1.1 ISC +1.2 頴娃中 +0.9 

女子B 8/31 砲丸投 三反田　果穂(2)  10m54 田之畑　遥茄(3)  10m12 稲付　日和(2)   8m44 中山　純菜(2)   7m83 森　楼紗(2)   7m47 味園　桃花(2)   7m19 岩﨑　美羽(2)   6m86
(2.721kg) 鴨池中 国分南中 吉野中 大崎中 重富中 東谷山中 坊津学園中

女子A 8/31 100m 神園　美咲(3) 12.66 迫田　花凜(3) 12.87 花田　真奈夏(3) 12.97 浜田　かのん(3) 13.05 片野坂　瑞希(3) 13.11 河野　美月(3) 13.30 片野坂　唯月(3) 13.47
+1.1 和田中 和田中 国分南中 ISC 高尾野中 末吉中 高尾野中

女子A 8/31 200m 神園　美咲(3) 26.24 迫田　花凜(3) 26.82 片野坂　瑞希(3) 27.09 下野　みのり(3) 27.19 内山　怜愛(3) 27.50 河野　美月(3) 27.81 竹牟禮　あかり(3) 27.85 羽祢田　真菜美(3) 28.05
和田中 +1.8 和田中 +1.8 高尾野中 +1.8 天保山中 +1.8 鹿屋東中 +1.1 末吉中 +1.8 重富中 +1.8 西紫原中 +1.8 

女子A 8/31 3000m 中川　千裕(3) 10:18.16 西本　穂乃香(3) 10:19.76 弓指　菜穂(3) 10:20.93 上野　優月(3) 10:23.94 坂口　日菜子(3) 10:25.72 有村　美桜(3) 10:36.65 有里　純菜(3) 10:38.26 松本　あかね(3) 10:40.13
東谷山中 米ノ津中 国分南中 阿久根陸上 大口中央中 SCC 東谷山中 米ノ津中

女子A 8/31 100mYH 住吉　璃音(3) 15.29 片野坂　唯月(3) 15.41 中森　楽和(3) 15.84 河上　ゆら(3) 16.28 郡山　桃佳(3) 18.76 小林　優依(3) 19.09 藏前　和音(3) 19.12
(0.762m) 大口中央中 +0.9 高尾野中 +0.9 鹿児島Jr +0.9 大口明光学園中 +0.9 城西中 +0.9 ISC +0.9 川辺中 +0.9 

女子A 8/31 走高跳 広川　采矢子(3) 1m56 今村　律佳(3) 1m53 大隣　美佑(3) 1m40 西野　真凛(3) 1m35
川内中央中 谷山中 隼人中 万世中

女子A 8/31 砲丸投 角井　けせら(3)  10m05 時任　美咲(3)   7m89 坂上　凜香(3)   7m42 城ケ﨑　彩月(3)   6m95 山本　果帆(3)   6m80 市村　典子(3)   6m52 岩元　愛莉(3)   6m03
(4.000kg) 宮之城中 高尾野中 万世中 帖佐中 帖佐中 与論中 万世中

女子共通 8/31 円盤投 堀　悠菜(2)  21m71 吉松　瑠菜(3)  21m17 三反田　果穂(2)  21m10 野間　莉緒(3)  20m49 酒匂　こころ(3)  18m49 山下　心暖(2)  18m07 城ケ﨑　彩月(3)  17m75 岩﨑　美羽(2)  16m01
(1.000kg) 城西中 伊敷台中 鴨池中 第一鹿屋中 宮之城中 城西中 帖佐中 坊津学園中

女子共通 8/31 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 西迫　蘭(2)  41m62 田野井　惇(3)  37m88 町　咲綾(3)  37m40 東　美里(3)  37m29 岩切　環希(3)  32m54 稲付　日和(2)  32m40 清水　愛美(2)  30m86 古川　千暖(2)  28m68
頴娃中 阿久根陸上 与論中 川内北中 鹿児島玉龍中 吉野中 SCC 鹿児島玉龍中


