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平成２７年度　第３回薩摩川内市春季陸上競技大会 2016年3月19日(土)
決勝一覧表

薩摩川内市陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子小学 3/19 １００ｍ 種田　捷之介(6) 12.91 徳永　瑠(6) 13.36 山神　健星(6) 13.77 塩盛　稜太(5) 13.86 松下　怜(5) 14.11 貴島　康平(5) 14.65 軸屋　雄弥(6) 14.68 中尾　颯汰(5) 14.70

鹿児島･ナンバーワン +0.5 鹿児島･ナンバーワン +0.5 鹿児島･メジャースポーツ +1.8 鹿児島･ナンバーワン +0.5 鹿児島･ナンバーワン +0.5 鹿児島･えのアスリート -2.4 鹿児島･川内スポーツクラブ01 -2.4 鹿児島･ナンバーワン -2.4 

男子中学・高校・一般 3/19 １００ｍ 橋元　晃志(3) 10.45 九鬼　巧 10.62 欠畑　岳 10.80 古谷　拓夢(1) 10.89 東畠　幸(2) 11.03 末廣　徹也(2) 11.29 橋元　優成(1) 11.30 山崎　陽貴(1) 11.31
鹿児島･早稲田大 +0.6 三重･NTN +0.6 岩手･早稲田大 +0.6 神奈川･早稲田大 +0.6 鹿児島･川薩清修館高 +0.6 鹿児島･鹿屋高 +0.6 鹿児島･川薩清修館高 +1.0 鹿児島･川薩清修館高 +1.0 

男子高校・一般 3/19 ２００ｍ 橋元　晃志(3) 21.36 高内　真壮(3) 21.93 永沼　賢治(4) 22.03 玉井　修平(3) 22.10 三浦　歩(3) 22.14 好岡　郁弥(2) 22.29 東畠　幸(2) 22.54 下司　桃太郎(3) 22.55
鹿児島･早稲田大 +0.6 栃木･作新学院高 +0.6 大分･早稲田大 +0.6 大分･早稲田大 +0.6 福岡･純真高 +0.6 愛媛･福岡大 +0.4 鹿児島･川薩清修館高 +0.6 福岡･福岡大 +0.6 

男子中学・高校・一般 3/19 ４００ｍ 中野　直哉(3) 46.76 加藤　修也(2) 47.79 好岡　郁弥(2) 48.76 松清　和希(3) 49.05 宮川　智安(3) 50.05 西久保　達也(3) 50.66 廣出　和樹(3) 50.86 田村　優(1) 51.16
長野･早稲田大 静岡･早稲田大 愛媛･福岡大 大分･楊志館高 埼玉･早稲田本庄高 埼玉･聖望学園高 愛知･早稲田大 埼玉･早稲田大

男子中学・高校・一般 3/19 ８００ｍ 西久保　達也(3)  1:54.79 石田　裕介(2)  1:55.01 飯島　陸斗(3)  1:55.28 廣出　和樹(3)  1:56.03 野口　真(3)  1:57.60 坂本　優人(1)  2:00.88 下園　伸一郎(2)  2:02.75 中養母　嵩人(2)  2:04.77

埼玉･聖望学園高 千葉･早稲田大 茨城･緑岡高 愛知･早稲田大 福岡･福岡大 佐賀･早稲田大 鹿児島･鹿児島南高 鹿児島･川内商工高
男子高校・一般 3/19 ５０００ｍ 山口　賢助(1) 15:43.96 上城　伸介(1) 16:29.04 新森　大志(1) 16:36.04 福本　祥史(2) 17:07.87 有園　昂世(1) 17:11.35 東　丞仁(1) 17:14.51 桑波田　英将(1) 17:26.00 大六野　圭亮(1) 17:33.23

鹿児島･鶴丸高 鹿児島･川内高 鹿児島･川内高 鹿児島･鶴丸高 鹿児島･鶴丸高 鹿児島･川内商工高 鹿児島･川内高 鹿児島･川内商工高
男子高校・一般 3/19 １１０ｍＨ 古谷　拓夢(1) 13.98 金井　直(3) 14.36 竹吉　大記(3) 14.62 早川　恭平 14.68 村田　惇(3) 14.98 平　歩夢(1) 16.65 藤﨑　椋介(2) 17.17

(1.067m) 神奈川･早稲田大 +2.1 神奈川･川崎市立橘高 +2.1 千葉･早稲田大 +2.1 新潟･新潟アルビレックス +2.1 福岡･福岡大 +2.1 鹿児島･川内高 +0.5 鹿児島･川内商工高 +0.5 

男子高校・一般 3/19 ４００ｍＨ 野澤　啓佑 49.26 中野　直哉(3) 50.48 石田　裕介(2) 52.84 宮崎　大樹(3) 53.44 田村　優(1) 56.80 永田　州哉(2) 57.90 宮下　航(2)  1:01.23 吉村　宏樹(2)  1:01.90

(0.914m) 山梨･ミズノ 長野･早稲田大 千葉･早稲田大 島根･福岡大 埼玉･早稲田大 鹿児島･鹿屋高 鹿児島･武岡台高 鹿児島･鶴翔高
男子中学・高校・一般 3/18 走高跳 仲野　遼(3) 1m90 下田　拓海(3) 1m65 尾曲　京介(2) 1m65 田畑　 慶樹(1) 1m50 小原　義弘(2) 1m45 中川　敢晴(1) 1m40 新屋　翔大(1) 1m30

福岡･早稲田大 鹿児島･川内北中 鹿児島･川内南中 鹿児島･川内商工高 鹿児島･川内北中 鹿児島･川内北中 鹿児島･川内中央中
男子中学・高校・一般 3/19 走幅跳 根岸　勇太(1) 7m09 前田　淳(2) 6m57 田畑　侑椰(2) 5m65 吉留　和希(2) 5m57 平　歩夢(1) 5m50 本白水　亮(2) 5m44 太郎浦　北斗(1) 5m18 中德　惠太(2) 5m03

千葉･早稲田大 +0.6 東京･早稲田大 +0.6 鹿児島･川内高 +0.4 鹿児島･川内高 +0.6 鹿児島･川内高 +2.1 鹿児島･鹿屋高 +0.6 佐賀･佐賀多久高 +2.1 鹿児島･鹿屋高 +0.6 

男子高校・一般 3/19 三段跳 谷本　直輝(2) 13m41 藤田　徹心(1) 11m29
佐賀･佐賀多久高 +0.4 佐賀･佐賀多久高 +1.0 

男子高校 3/19 砲丸投 雨宮　巧(3)  13m28 有馬　継士郎(2)   9m89 土屋　雄大(1)   9m67 石原　駿也(1)   7m96 今東　大晟(2)   6m90
(6.000kg) 山梨･巨摩高 鹿児島･鶴丸高 鹿児島･武岡台高 鹿児島･川内高 鹿児島･川内高

男子中学 3/19 砲丸投 宮﨑　魁應(3)  10m55 南　隼斗(1)   6m67 高塚　一護(1)   6m46 白坂　星弥(1)   6m08 小竹山　拓望(2)   5m34
(5.000kg) 鹿児島･川内北中 鹿児島･川内南中 鹿児島･川内中央中 鹿児島･川内北中 鹿児島･川内南中

男子一般 3/19 ハンマー投 中川　雄太(3)  57m51
(7.260kg) 和歌山･早稲田大

男子中学・高校・一般 3/19 ４×１００ｍ 佐賀多久高A 44.11 武岡台高 45.15 川内高 45.33 川内商工高 46.44 川内北中A 46.57 佐賀多久高B 47.36 鹿屋高 47.71 川内北中B 48.17
  谷本　直輝(2)   内村　健太(1)   平　歩夢(1)   橘木　勇樹(1)   前原　佑太朗(3)   太郎浦　北斗(1)   岩元　駿介(1)   小原　義弘(2)
  永倉　成(1)   廣森　健人(2)   浜田　琢夢(2)   橋口　聖矢(2)   上園　昂央(3)   平瀬　剛志(1)   曽田　健造(1)   久保　季哉(2)
  池田　穣太郎(1)   山下　優輝(2)   田畑　侑椰(2)   藤﨑　椋介(2)   丸尾　日向(3)   本田　俊哉(2)   本白水　亮(2)   中村　聖斗(1)
  満岡　翔太(1)   吉原　拳寿(1)   石原　岬(1)   立和名　直耶(2)   宮﨑　魁應(3)   古賀　涼太(2)   中德　惠太(2)   中川　敢晴(1)

男子高校・一般 3/19 ４×４００ｍ 川内商工高  3:39.32 佐賀多久高  3:47.14 川内高B  3:47.49 鹿屋高  3:47.50
  羽島　義貴(1)   谷本　直輝(2)   石原　岬(1)   曽田　健造(1)
  中養母　嵩人(2)   永倉　成(1)   浜田　琢夢(2)   永田　州哉(2)
  藤﨑　椋介(2)   池田　穣太郎(1)   冨森　大輝(3)   岩元　駿介(1)
  立和名　直耶(2)   満岡　翔太(1)   吉留　和希(2)   本白水　亮(2)
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平成２７年度　第３回薩摩川内市春季陸上競技大会 2016年3月19日(土)
決勝一覧表

薩摩川内市陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
女子小学 3/19 １００ｍ 成松　莉子(6) 13.20 江南　優(6) 13.92 田中　陽菜(6) 14.14 松崎　千夏(6) 14.29 仙田　華菜(6) 14.41 今中　万桜(4) 14.46 下松　莉央(6) 14.53 山田　珠遥(5) 14.55

鹿児島･ナンバーワン +2.2 鹿児島･ナンバーワン +2.2 鹿児島･ナンバーワン +2.2 鹿児島･ナンバーワン +2.2 鹿児島･ナンバーワン +2.2 鹿児島･ナンバーワン +2.2 鹿児島･ナンバーワン +2.2 鹿児島･ナンバーワン +1.8 

女子中学・高校・一般 3/19 １００ｍ 重永　乃理子(2) 12.44 上野　南(2) 12.97 永江　史奈(2) 13.19 山下　萌(1) 13.20 井上　麗華(2) 13.27 植村　友美(1) 13.28 高橋　美尋(2) 13.55 冨永　莉沙(3) 13.56
福岡･福岡大 +1.4 鹿児島･川薩清修館高 +1.4 鹿児島･川薩清修館高 +1.4 鹿児島･川薩清修館高 +1.4 鹿児島･出水商高 +1.4 鹿児島･川薩清修館高 +0.6 鹿児島･ナンバーワン +0.9 鹿児島･川内北中 +0.9 

女子高校・一般 3/19 ２００ｍ 重永　乃理子(2) 25.95 西村　緋菜乃(3) 26.49 上野　南(2) 26.53 中村　巴南(3) 26.90 井本　沙也香(2) 27.39 曽田　陽菜子(1) 27.42 竹内　まり(3) 27.44 永江　史奈(2) 27.47
福岡･福岡大 -0.4 神奈川･相洋高校 -0.4 鹿児島･川薩清修館高 -0.4 三重･桑名高 -0.4 鹿児島･出水商高 +0.2 鹿児島･鹿屋高 +0.2 愛媛･松山西中等高 -0.4 鹿児島･川薩清修館高 +0.2 

女子中学・高校・一般 3/19 ４００ｍ 曽田　陽菜子(1)  1:00.59 古屋敷　光(1)  1:00.64 松本　七虹(2)  1:02.83 郷原　咲帆(1)  1:02.99 河野　萌衣(2)  1:04.98 高木　祐奈(3)  1:05.59 前田　愛佳(1)  1:05.79 福留　みずき(1)  1:07.55

鹿児島･鹿屋高 鹿児島･川内高 鹿児島･川内高 鹿児島･鹿屋高 鹿児島･川内北中 鹿児島･武岡台高 鹿児島･川内北中 鹿児島･鹿児島南高
女子中学・高校・一般 3/19 ８００ｍ 古屋敷　光(1)  2:20.19 松下　綾乃(1)  2:20.87 山田　しおん(2)  2:26.14 南野　智美(1)  2:26.91 河野　萌衣(2)  2:27.82 前田　愛佳(1)  2:30.48 下境田　美羽(1)  2:31.08 岩本　知聖(1)  2:32.32

鹿児島･川内高 鹿児島･鶴丸高 鹿児島･川内中央中 山口･早稲田大 鹿児島･川内北中 鹿児島･川内北中 鹿児島･川内北中 鹿児島･川内北中

同順：松元　美咲(2)  2:32.32

鹿児島･川内中央中
女子高校・一般 3/19 ４００ｍＨ 南野　智美(1)  1:02.13 松本　七虹(2)  1:10.55 日高　花歩(2)  1:10.57 角　佳弥(2)  1:15.65

(0.762m) 山口･早稲田大 鹿児島･川内高 鹿児島･武岡台高 鹿児島･川内高

女子中学 3/19 １００ｍＨ 冨永　莉沙(3) 15.54 岸本　遥(2) 17.38 同順：紙屋　春花(1) 17.38 丹野　美結(1) 19.57
(0.762m) 鹿児島･川内北中 -0.2 鹿児島･川内北中 -0.2 鹿児島･川内北中 -0.2 鹿児島･川内北中 -0.2 

女子高校・一般 3/19 １００ｍＨ 鎌田　咲季(3) 14.65 松元　佳子(1) 16.98 角　佳弥(2) 17.31
(0.838m) 福岡･高稜高 +0.4 鹿児島･川内高 +0.4 鹿児島･川内高 +0.4 

女子中学・高校・一般 3/19 走高跳 松元　佳子(1) 1m45 福永　浩愛(1) 1m35 花木　宏奈(2) 1m25 薗山　愛加(1) 1m20 奥平　未歩子(1) 1m15
鹿児島･川内高 鹿児島･鹿屋高 鹿児島･川内北中 鹿児島･川内北中 鹿児島･川内北中

女子中学・高校・一般 3/19 走幅跳 内之倉　由美(1) 5m78 仲野　春花(1) 5m74 小浜　安理沙(2) 5m02 松元　美樹(2) 4m44 平山　裕紀(2) 4m42 西　夏美(2) 4m38 上唐湊　和(1) 4m32 阿部　桃果(1) 4m10
鹿児島･早稲田大 +0.5 福岡･早稲田大 +0.5 鹿児島･鶴丸高 +0.5 鹿児島･川内中央中 -0.6 鹿児島･鶴丸高 +0.4 鹿児島･鶴翔高 +0.6 鹿児島･川内中央中 -0.2 鹿児島･川内北中 -0.2 

女子高校・一般 3/19 三段跳 中澤　希緒(3) 11m45 中村　優美菜(1) 10m64 佐藤　彩音(1) 9m39 西　夏美(2) 9m33
埼玉･早稲田大 +1.3 鹿児島･鶴丸高 +0.8 鹿児島･川内高 -0.2 鹿児島･鶴翔高 +0.4 

女子高校・一般 3/19 砲丸投 末吉　美帆(1)   9m19 伊地知　麻加(1)   8m08 西松　響(2)   7m84
(4.000kg) 鹿児島･鶴丸高 鹿児島･鶴丸高 鹿児島･川内高

女子中学 3/19 砲丸投 甲斐　茉愛(1)   9m60 宮脇　椋子(3)   9m42 中村　真璃愛(1)   8m27
(2.721kg) 鹿児島･川内北中 鹿児島･川内北中 鹿児島･川内北中

女子中学・高校・一般 3/19 ４×１００ｍ 出水商高 52.09 鹿屋高 52.61 川内北中A 54.46 川内北中B 54.97 薩摩中 59.68
  門田　茉美(1)   郷原　咲帆(1)   丹野　美結(1)   奥平　未歩子(1)   姉川　茉由(3)
  井上　麗華(2)   柿元　紗奈(1)   岸本　遥(2)   冨永　莉沙(3)   永江　菜津紀(2)

  松下　みいな(1)   曽田　陽菜子(1)   紙屋　春花(1)   宮脇　椋子(3)   上別府　くるみ(2)

  外山　星羅(2)   小牧　空(2)   花木　宏奈(2)   亀崎　晴香(2)   上　智寛(1)
女子高校・一般 3/19 ４×４００ｍ 鹿屋  4:08.90 川内高A  4:10.72 鶴丸高  4:28.49

  柿元　紗奈(1)   寺地　美咲(1)   中村　優美菜(1)

  小牧　空(2)   松本　七虹(2)   松下　綾乃(1)
  郷原　咲帆(1)   松元　佳子(1)   伊地知　麻加(1)

  曽田　陽菜子(1)   古屋敷　光(1)   小浜　安理沙(2)


