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平成３０年度　第６回薩摩川内市春季陸上競技大会 2019年3月23日(土)
日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
3/23 １００ｍ 髙内　真壮(3) 10.66 佐野　陽(1) 10.67 前川　晃央祐(2) 10.77 川路　龍世 10.88 立岡　翼(2) 10.94 勝田　築(1) 10.98 千鳥　晃輝(2) 11.03 眞邉　竜基(3) 11.08

栃木･早稲田大学 +1.4 埼玉･早稲田大学 +1.4 佐賀･鳥栖工高 +1.4 鹿児島･鹿児島アスリートクラ +4.1 鹿児島･川薩清修館高 +4.1 島根･早稲田大学 +1.4 佐賀･早稲田佐賀高 +4.1 鹿児島･鹿児島高 +4.3 

3/23 ２００ｍ 三浦　励央奈(3) 21.53 髙内　真壮(3) 21.79 前川　晃央祐(2) 22.01 立岡　翼(2) 22.80 千鳥　晃輝(2) 22.91 新留　一輝(2) 23.05 山下　譲尊(1) 23.19 横田　心晟 23.23
神奈川･法政二高 -0.1 栃木･早稲田大学 -0.1 佐賀･鳥栖工高 -0.1 鹿児島･川薩清修館高 +2.3 佐賀･早稲田佐賀高 -0.1 鹿児島･鹿児島高 +2.3 佐賀･鳥栖工高 +0.1 鹿児島･バッビーノコンパー +2.3 

3/23 ４００ｍ 小久保　友裕(2) 47.64 小竹　理恩(1) 48.76 高柿　裕斗(1) 49.35 山下　譲尊(1) 49.90 末次　優太郎(1) 51.90 工藤　龍虎(2) 52.49 井上　太智(2) 52.87 白石　陽太(2) 53.85
愛知･早稲田大学 栃木･早稲田大学 岡山･早稲田大学 佐賀･鳥栖工高 佐賀･鳥栖工高 佐賀･鳥栖工高 佐賀･鳥栖工高 鹿児島･川薩清修館高

3/23 ８００ｍ 西久保　達也(3)  1:53.28 齋藤　雅英(3)  1:53.58 徳永　翼(3)  1:53.77 新留　一輝(2)  2:02.72 中山　空(2)  2:03.05 川﨑　麗央(2)  2:06.64 浜﨑　秀斗(2)  2:07.74 鬼塚　春輝(1)  2:08.19

埼玉･早稲田大学 東京･早稲田大学 岡山･早稲田大学 鹿児島･鹿児島高 鹿児島･川内高 鹿児島･鶴丸高 鹿児島･鶴丸高 鹿児島･川内高

3/23 ５０００ｍ 川崎　夏稀(2) 16:37.61 松永　大輝(2) 16:41.56 池田　憲司(1) 16:45.15 川路　唯人(2) 16:56.24 吉満　星陽(2) 17:06.78 下満　珠莉(1) 17:23.98 中村　怜(2) 17:48.47 桑波田　格史(1) 17:52.70

鹿児島･鶴丸高 鹿児島･川内高 鹿児島･川内高 鹿児島･川内商工高 鹿児島･鶴丸高 鹿児島･川内商工高 鹿児島･鶴丸高 鹿児島･川内高

3/23 １１０ｍＨ 勝田　築(1) 14.52 古澤　海人(2) 15.54 眞邉　竜基(3) 17.31 野角　龍迅(1) 17.38 中間　響(1) 17.46
(1.067m) 島根･早稲田大学 +0.6 佐賀･鳥栖工高 +0.3 鹿児島･鹿児島高 +0.6 鹿児島･出水商高 +0.3 鹿児島･鹿児島高 +0.3 

3/23 ４００ｍＨ 山内　大夢(1) 52.09 田中　天智龍（2） 53.82 山上　稜真(2)  1:03.34 新開　玄太(1)  1:03.65 大橋　廉(1)  1:03.92
(0.914m) 福島･早稲田大学 鹿児島･鹿児島南高 鹿児島･川薩清修館高 鹿児島･川内高 鹿児島･武岡台高

3/23 走高跳 福島　翼空(2) 1m90 横山　遥仁(1) 1m75 中間　響(1) 1m70 岩　拓夢(2) 1m65 生駒　聖志(1) 1m60 竹下　真翔(1) 1m55
鹿児島･鹿児島高 鹿児島･鹿児島高 鹿児島･鹿児島高 鹿児島･鹿児島高 鹿児島･川内商工高 鹿児島･出水商高

3/23 走幅跳 松下　悠太郎(3) 7m22 秋山　萌樹(2) 6m75 柏木　秀大(2) 6m55 中村　勇斗(1) 6m46 竹元　陸(2) 6m35 清野　瑛一朗(2) 6m33 吉田　光希(1) 6m10 時任　琉(1) 5m86
鹿児島･鹿児島高 +2.6 鹿児島･鹿児島高 +4.4 鹿児島･出水商高 -0.0 鹿児島･鹿児島高 +3.2 鹿児島･出水商高 -0.1 鹿児島･甲南高 +2.3 鹿児島･武岡台高 +3.3 鹿児島･出水商高 +1.2 

3/23 砲丸投 満永　脩斗(1)  11m98 小森　慎哉(1)  10m02 樫山　輝(2)   8m54 橋口　友亮(2)   8m20 鶴卷　快燈(1)   7m45 白坂　星弥(1)   6m43
(6.000kg) 鹿児島･鹿児島高 鹿児島･鹿児島高 鹿児島･鹿児島高 鹿児島･川内高 鹿児島･川内高 鹿児島･川薩清修館高

3/23 砲丸投 宮脇　晟也(1)   7m26 高塚　浩志(2)   6m90
(5.000kg) 鹿児島･宮之城中 鹿児島･川内中央中

男子小学 3/23 ４×１００ｍ ナンバーワンクラブA 51.40 えのアスリートクラブA 57.62 ナンバーワンクラブB 58.31 ナンバーワンクラブC  1:02.20 えのアスリートクラブB  1:02.73
  木下　暖(5)   満岡　理央(6)   坂元　瑛斗(5)   木之下　凌盛(6)   小田原　大雅(4)
  古市　聖剛(6)   紙屋　綾杜(5)   下薗　佑真(5)   白石　暖(4)   福留　和真(4)
  西尾　優之介(5)   今久留主　悠翔(5)   前野　太遥(5)   前田　結仁(4)   江口　宗汰(4)
  福峯　純一郎(6)   尾上　晃一(6)   比良　維吹(6)   白石　煌(4)   村上　蒼甫(4)

3/23 ４×１００ｍ 早稲田佐賀高 43.96 川薩清修館高A 45.22 出水商高A 45.39 川薩清修館高B 45.86 甲南高 46.07 出水商高B 46.98 鶴丸高 47.39 川内商工高A 47.80
  入江　颯(2)   寺園　拓眞(1)   児玉　慎弥(2)   福迫　翔馬(1)   内村　拓人(1)   大尾　一馬(1)   佐多　宏基(2)   小川　仁(2)
  富山　開(2)   立岡　翼(2)   柏木　秀大(2)   白石　陽太(2)   鵜野　晃輔(1)   時任　琉(1)   松本　雄太(2)   木田　智貴(2)
  千鳥　晃輝(2)   岡田　天臣(1)   林　和真(2)   山上　稜真(2)   清野　瑛一朗(2)   野角　龍迅(1)   鮫島　海翔(1)   福田　晴弥(2)
  熊手　琳宮(1)   平藪　慎海(1)   竹元　陸(2)   野元　優志(1)   持増　航暉(2)   竹下　真翔(1)   米森　一乃真(1)   田原　朋晃(2)

3/23 １００ｍ 山﨑　千聖(2) 12.76 岡田　菜野(2) 13.07 谷口　楓(1) 13.08 福田　紅菜(2) 13.10 溝上　亜梨紗 13.19 野元　優理(2) 13.23 嶋田　真緒(2) 13.47 小坂　陽向(2) 13.52
鹿児島･鹿児島高 +0.8 鹿児島･川薩清修館高 +0.8 鹿児島･鶴丸高 +0.8 鹿児島･鹿児島高 +0.8 鹿児島･バッビーノコンパー +4.7 鹿児島･甲南高 +0.8 鹿児島･出水商高 +0.8 鹿児島･川内中央中 +4.7 

3/23 ２００ｍ 関本　萌香(1) 25.66 山﨑　千聖(2) 26.81 岡田　菜野(2) 27.41 福田　紅菜(2) 27.43 谷口　楓(1) 27.62 野元　優理(2) 28.22 前田　知伽(1) 28.55 大見謝　那椿子(2) 28.63
秋田･早稲田大学 +1.6 鹿児島･鹿児島高 +1.6 鹿児島･川薩清修館高 +1.6 鹿児島･鹿児島高 +1.6 鹿児島･鶴丸高 +1.6 鹿児島･甲南高 +1.6 鹿児島･野田女子高 +1.1 鹿児島･川内高 +1.1 

3/23 ４００ｍ 濵田　恵理子(2)  1:05.30 坂元　莉歩(1)  1:05.65 宇都　美葵(1)  1:07.24 野口　麗菜(1)  1:08.01 中尾　ちひろ(2)  1:09.29 北里　梨歩(2)  1:11.04 西川　優那(1)  1:17.74

鹿児島･川内高 鹿児島･川内高 鹿児島･鶴丸高 鹿児島･武岡台高 鹿児島･川内高 鹿児島･甲南高 鹿児島･鶴丸高

3/23 ８００ｍ 藤崎　紗羅(1)  2:23.06 濵田　恵理子(2)  2:31.97 四元　玲奈(1)  2:33.11 宇都　美葵(1)  2:35.56 中尾　ちひろ(2)  2:37.58 東　咲希(2)  2:37.88 南　瑞穂(1)  2:38.38 松下　舞(2)  2:38.78

東京･早稲田大学 鹿児島･川内高 鹿児島･甲南高 鹿児島･鶴丸高 鹿児島･川内高 鹿児島･川内北中 鹿児島･川内高 鹿児島･鶴丸高

3/23 ４００ｍＨ 中村　彩乃(2)  1:12.64 岸本　遥(2)  1:13.73 尾上　愛美(1)  1:16.65 岩本　知聖(1)  1:19.54 赤池　明希子(2)  1:19.85

(0.762m) 鹿児島･鹿児島高 鹿児島･川内商工高 鹿児島･野田女子高 鹿児島･野田女子高 鹿児島･鹿児島高

3/23 １００ｍＨ 久徳　遥(2) 16.06 佐藤　美南(2) 16.57
(0.838m) 鹿児島･甲南高 +1.0 鹿児島･出水商高 +1.0 

3/23 走高跳 大見謝　那椿子(2) 1m58 藤井　夏妃(2) 1m40 有木　美桜(2) 1m40 小原　福子(1) 1m30
鹿児島･川内高 鹿児島･甲南高 鹿児島･武岡台高 鹿児島･野田女子高

3/23 走幅跳 吉田　梨緒(3) 5m85 松澤　李夏(2) 5m37 嶋田　真緒(2) 5m30 溝上　亜梨紗 4m78 平　優希(2) 4m78 松元　美樹(2) 4m70 臼井　理乃(1) 4m60 吉留　舞(2) 4m49
北海道･立命館慶祥高 +1.4 鹿児島･鹿児島高 -0.2 鹿児島･出水商高 +1.0 鹿児島･バッビーノコンパー +1.8 鹿児島･出水商高 +1.8 鹿児島･甲南高 +1.0 鹿児島･鶴丸高 +0.1 鹿児島･川内商工高 +1.0 

3/23 砲丸投 小松原　未海(2)  10m14 福寿　遥(1)   9m25 甲斐　茉愛(1)   8m47 内野　彩月(1)   6m76
(4.000kg) 鹿児島･出水商高 鹿児島･鹿児島高 鹿児島･鹿児島高 鹿児島･野田女子高

3/23 砲丸投 酒匂　こころ(2)   8m93 東　美里(2)   8m55 堂後　あいり(2)   6m12 日髙　綾音(2)   4m23
(2.721kg) 鹿児島･宮之城中 鹿児島･川内北中 鹿児島･川内南中 鹿児島･川内北中

女子小学 3/23 ４×１００ｍ えのアスリートクラブA 55.20 ナンバーワンクラブA 55.35 ナンバーワンクラブB 59.21 メジャーアスリートクラブA 59.30 えのアスリートクラブB  1:00.50 ナンバーワンクラブC  1:05.19 メジャーアスリートクラブB  1:10.40

  宇都　七菜(6)   田嶋　結月(5)   東畠　美紀(6)   川原　和香(6)   牧山　結音(5)   乗田　椿(4)   安海　香奈(4)
  東　里穂(6)   比良　寧々花(6)   森山　心月(4)   牛島　歩咲(6)   辻　華音(5)   永井　凜凪(4)   米満　結菜(4)
  鍛冶屋　乃綾(6)   福田　陽菜(6)   西　音葉(5)   馬場　恵里菜(6)   内　紬嘉(5)   福田　愛(4)   勝田　乙葉(4)
  上川　もか(6)   元島　一乃(6)   古市　愛聖(4)   澤田　瑠菜(6)   田上　葉夕(5)   村野　玲奈(6)   白石　葵(4)

3/23 ４×１００ｍ 甲南高 53.95 野田女子高 54.74 川内高 55.79 川内中央中 56.23 川内北中 56.32
  野元　優理(2)   小原　福子(1)   坂元　莉歩(1)   大園　佳奈(2)   馬場　望和(2)
  松元　美樹(2)   前田　知伽(1)   大見謝　那椿子(2)   小坂　陽向(2)   吉村　愛里(1)
  藤井　夏妃(2)   尾上　愛美(1)   濵田　恵理子(2)   栗山　莉宙(1)   長尾　里奈(1)
  前野　志織(2)   内野　彩月(1)   中尾　ちひろ(2)   金ヶ江　ひかり(1)   外原　心菜(1)

3/23 １５００ｍ 飯島　陸斗(3)  3:54.30 齋藤　雅英(3)  4:07.59 鬼塚　春輝(1)  4:29.02 中山　空(2)  4:35.98 湯田　耀介(1)  4:41.60
茨城･早稲田大学 東京･早稲田大学 鹿児島･川内高 鹿児島･川内高 鹿児島･川内高
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