
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第45回薩摩川内市陸上記録会         2022年6月5日(日)      決勝一覧表
薩摩川内市陸上競技場 463080

  Page: 12022/06/05 21:14:35

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 6/5 和田 天悟(1) 20.39/-0.9

鹿児島・天降川小

和田 空悟(1) 20.74/-0.9

鹿児島・天降川小

山内 柊眞(1) 20.90/-0.9

鹿児島・メジャーアスリートク

岩下 皇神(1) 21.17/-0.7

鹿児島・折多陸上クラブ

今別府 海人(1) 21.19/-0.7

鹿児島・えのアスリート

平藪 輝翔(1) 21.46/-0.9

鹿児島・折多陸上クラブ

頴川 功(1) 21.64/-0.9

鹿児島・えのアスリート

林 翔空(1) 22.36/-0.7

鹿児島・折多陸上クラブ

男子小
学1年

１００ｍ 6/5 平藪 陽翔(2) 18.69/-3.8

鹿児島・折多陸上クラブ

渡邉 裕人(2) 18.82/-3.8

鹿児島・川内０１

原田 彫斗(2) 18.94/-3.8

鹿児島・えのアスリート

重村 朔(2) 19.02/-1.0

鹿児島・えのアスリート

前 大翔(2) 19.13/-1.0

鹿児島・ナンバーワンクラブ

竹内 心優(2) 19.74/-1.0

鹿児島・出水市陸上スポーツ少

北原 絢斗(2) 19.82/-1.0

鹿児島・HSC

萱野 隼太郎(2) 鹿児島・メジャーアスリートク 20.49/-3.8

阿久根 央理(2) 鹿児島・メジャーアスリートク 20.49/-1.0

男子小学2年

１００ｍ 6/5 平田 碧(3) 17.01/-3.4

鹿児島・春山陸上

馬地 想大(3) 17.26/-3.4

鹿児島・隼人ジュニア

古川 隼大(3) 17.53/-1.4

鹿児島・メジャーアスリートク

前田 夢奏(3) 17.60/-2.1

鹿児島・生福陸上

福永 彩葉(3) 17.78/-1.4

鹿児島・メジャーアスリートク

小崎 海生(3) 17.87/-3.3

鹿児島・串木野西陸上

福原 徠時(3) 17.98/-3.4

鹿児島・折多陸上クラブ

森田 泰盛(3) 鹿児島・メジャーアスリートク 18.17/-3.4

山下 立惺(3) 鹿児島・春山陸上 18.17/-2.1

男子小学
3年

１００ｍ 6/5 内田 創琉(4) 15.93/-0.9

鹿児島・えのアスリート

若松 旺駕(4) 16.42/-4.3

鹿児島・春山陸上

園田 恭佑(4) 16.58/-1.3

鹿児島・えのアスリート

宇都宮 優仁(4) 16.82/-1.5

鹿児島・えのアスリート

大田 悠翔(4) 16.83/-1.3

鹿児島・阿久根陸上

花田 晃輝(4) 16.84/-0.9

鹿児島・阿久根陸上

小田 喜大(4) 16.87/-1.3

鹿児島・生福陸上

佐藤 准杜(4) 16.93/-1.3

鹿児島・スプリントクラブ疾風

男子小
学4年

１００ｍ 6/5 大野 耕太郎(5) 15.34/-2.5

鹿児島・鹿児島ジュニア陸上

有田 蓮介(5) 15.74/-0.4

鹿児島・えのアスリート

新原 蹴斗(5) 15.83/-0.7

鹿児島・えのアスリート

肱黒 楓真(5) 15.96/-2.0

鹿児島・出水市陸上スポーツ少

徳森 健祐(5) 15.98/-2.0

鹿児島・えのアスリート

岩下 神雅(5) 16.16/-0.5

鹿児島・折多陸上クラブ

原田 璃王羅(5) 16.47/-2.5

鹿児島・えのアスリート

堀之内 真照(5) 16.48/-0.4

鹿児島・春山陸上

男子小
学5年

１００ｍ 6/5 岡崎 大河(6) 14.80/+1.5

鹿児島・出水市陸上スポーツ少

橋口 心音(6) 14.90/-1.6

鹿児島・国分ジュニア陸上

木山 奏夢(6) 14.91/+1.5

鹿児島・えのアスリート

楠田 虎玄(6) 15.01/-1.0

鹿児島・阿久根陸上

前 翔渉(6) 15.02/-1.6

鹿児島・ナンバーワンクラブ

新穂 悠(6) 15.12/-2.7

鹿児島・出水市陸上スポーツ少

德重 蓮(6) 15.16/-1.0

鹿児島・国分ジュニア陸上

田島 廉(6) 15.23/-2.7

鹿児島・春山陸上

男子小
学6年

１００ｍ 6/5 中原 生沙(1) 20.88/-3.0

鹿児島・えのアスリート

大井園 羽音(1) 22.04/-3.0

鹿児島・折多陸上クラブ

上野 結衣花(1) 22.75/-3.0

鹿児島・さつまジュニア

祝迫 知佳(1) 22.76/-3.0

鹿児島・HSC

久保 星(1) 23.89/-3.0

鹿児島・えのアスリート

木下 和香(1) 25.41/-3.0

鹿児島・出水市陸上スポーツ少

女子小
学1年

１００ｍ 6/5 佐藤 愛唯(2) 16.89/+0.8

鹿児島・スプリントクラブ疾風

林 星空(2) 17.90/-2.5

鹿児島・折多陸上クラブ

枦 優菜(2) 18.26/-1.3

鹿児島・折多陸上クラブ

榎木 百合香(2) 18.55/-1.3

鹿児島・春山陸上

岸良 一咲(2) 19.26/-1.3

鹿児島・ナンバーワンクラブ

西園 佐奈(2) 19.32/-2.5

鹿児島・川内０１

永里 楓(2) 19.49/-2.5

鹿児島・国分ジュニア陸上

宮田 葉月(2) 19.81/-1.3

鹿児島・川内０１

女子小
学2年

１００ｍ 6/5 倉野 瑞希(3) 16.22/-1.9

鹿児島・えのアスリート

頴川 奈来(3) 17.52/-0.5

鹿児島・えのアスリート

前田 愛心(3) 17.77/-0.5

鹿児島・折多陸上クラブ

福嶋 実咲(3) 17.79/-0.1

鹿児島・ナンバーワンクラブ

知野見 結音(3) 18.11/-0.5

鹿児島・亀山アスリートクラブ

児玉 心陽(3) 18.12/-1.9

鹿児島・折多陸上クラブ

坂下 華愛(3) 18.13/-1.9

鹿児島・出水市陸上スポーツ少

長野 希子(3) 18.14/-1.9

鹿児島・メジャーアスリートク

女子小
学3年

１００ｍ 6/5 山田 凜(4) 16.24/-3.2

鹿児島・スプリントクラブ疾風

江野 琴羽(4) 16.75/-1.0

鹿児島・阿久根陸上

末松 瑚雪(4) 16.96/-0.7

鹿児島・阿久根陸上

枦 綾乃(4) 17.02/-0.2

鹿児島・折多陸上クラブ

大下本 侑由(4) 17.39/-0.7

鹿児島・折多陸上クラブ

古里 紫乃(4) 17.41/-0.2

鹿児島・ナンバーワンクラブ

元田 桜花(4) 17.49/-1.0

鹿児島・スプリントクラブ疾風

肱岡 美依奈(4) 17.57/-0.2

鹿児島・出水市陸上スポーツ少

女子小
学4年

１００ｍ 6/5 村田 愛衣紗(5) 15.43/+0.7

鹿児島・ナンバーワンクラブ

山口 香映(5) 15.84/-2.7

鹿児島・国分ジュニア陸上

頴川 仁香(5) 15.89/-2.6

鹿児島・えのアスリート

野﨑 日菜乃(5) 15.95/-0.3

鹿児島・阿久根陸上

外園 結衣(5) 15.99/+0.7

鹿児島・国分ジュニア陸上

田島 愛萌(5) 16.00/-2.7

鹿児島・国分ジュニア陸上

上村 莉音(5) 16.20/-2.6

鹿児島・国分ジュニア陸上

山下 千結(5) 16.23/-0.3

鹿児島・春山陸上

女子小
学5年

１００ｍ 6/5 堀内 杏樹(6) 14.84/-1.9

鹿児島・国分ジュニア陸上

橘 あん(6) 15.31/-1.0

鹿児島・国分ジュニア陸上

末松 佳莉菜(6) 15.37/-1.9

鹿児島・阿久根陸上

朝隈 ひなた(6) 15.53/-1.1

鹿児島・春山陸上

尾上 友香(6) 15.58/-1.5

鹿児島・阿久根陸上

山田 心々和(6) 15.68/+0.4

鹿児島・国分ジュニア陸上

古田 芽音(6) 15.72/-1.1

鹿児島・阿久根陸上

今別府 咲花(6) 15.79/+0.4

鹿児島・えのアスリート

女子小
学6年

８００ｍ 6/5 西 唯斗(4)  2:48.42

鹿児島・春山陸上

園田 恭佑(4)  2:51.41

鹿児島・えのアスリート

祐下 達樹(4)  2:55.56

鹿児島・串木野西陸上

小田 喜大(4)  2:57.76

鹿児島・生福陸上

白石 悠真(4)  2:58.08

鹿児島・EAC

内田 創琉(4)  3:06.03

鹿児島・えのアスリート

宇都宮 優仁(4)  3:06.15

鹿児島・えのアスリート

若松 旺駕(4)  3:06.35

鹿児島・春山陸上

男子小
学4年

８００ｍ 6/5 新原 蹴斗(5)  2:42.67

鹿児島・えのアスリート

有田 蓮介(5)  2:53.89

鹿児島・えのアスリート

阿多 龍之介(5)  2:54.14

鹿児島・出水市陸上スポーツ少

増田 拓真(5)  2:55.85

鹿児島・えのアスリート

今別府 祐辰(5)  2:56.41

鹿児島・HSC

下麦 隼(5)  2:56.48

鹿児島・えのアスリート

原田 璃王羅(5)  2:56.87

鹿児島・えのアスリート

堀之内 真照(5)  3:07.93

鹿児島・春山陸上

男子小
学5年

８００ｍ 6/5 外川内 新(6)  2:30.61

鹿児島・EAC

木山 奏夢(6)  2:43.84

鹿児島・えのアスリート

霜出 拓士(6)  2:47.62

鹿児島・霜出陸上

岡崎 大河(6)  2:48.79

鹿児島・出水市陸上スポーツ少

楠田 虎玄(6)  2:49.19

鹿児島・阿久根陸上

田島 廉(6)  2:49.45

鹿児島・春山陸上

山﨑 陽輝(6)  2:53.15

鹿児島・春山陸上

松林 晴仁(6)  2:55.84

鹿児島・阿久根陸上

男子小
学6年

８００ｍ 6/5 福永 葵唯(4)  2:51.24

鹿児島・東市来ランナーズ

石田尾 珠里(4)  2:59.10

鹿児島・春山陸上

江野 琴羽(4)  3:00.95

鹿児島・阿久根陸上

古田 結音(4)  3:08.12

鹿児島・阿久根陸上

竪山 朋花(4)  3:09.10

鹿児島・国分ジュニア陸上

宇野 笑鈴(4)  3:11.79

鹿児島・串木野西陸上

波之平 叶優(4)  3:12.92

鹿児島・春山陸上

上野 葵月(4)  3:13.97

鹿児島・春山陸上

女子小
学4年

８００ｍ 6/5 頴川 仁香(5)  2:42.74

鹿児島・えのアスリート

山下 千結(5)  2:51.90

鹿児島・春山陸上

馬場園 菫(5)  2:52.42

鹿児島・阿久根陸上

有村 珠花(5)  2:53.42

鹿児島・さつまジュニア

田中 千惺(5)  2:55.74

鹿児島・鹿児島ジュニア陸上

満留 瑠菜(5)  3:00.44

鹿児島・串木野西陸上

土川 未朱(5)  3:02.81

鹿児島・えのアスリート

森 愛莉(5)  3:03.39

鹿児島・えのアスリート

女子小
学5年

８００ｍ 6/5 平野 楓花(6)  2:39.68

鹿児島・えのアスリート

中間 望央(6)  2:45.13

鹿児島・EAC

笹原 優結(6)  2:47.33

鹿児島・春山陸上

今別府 咲花(6)  2:48.74

鹿児島・えのアスリート

牧山 未来(6)  2:52.77

鹿児島・えのアスリート

末松 佳莉菜(6)  2:53.77

鹿児島・阿久根陸上

古田 芽音(6)  2:56.64

鹿児島・阿久根陸上

内野 千翔(6)  2:58.29

鹿児島・メジャーアスリートク

女子小
学6年

１５００ｍ 6/5 橘 心(5)  5:27.17

鹿児島・国分ジュニア陸上

井上 寛侍(5)  5:40.31

鹿児島・春山陸上

橋元 奏(5)  5:43.15

鹿児島・阿久根陸上

阿多 龍之介(5)  5:48.25

鹿児島・出水市陸上スポーツ少

野田 倭叶(6)  5:58.09

鹿児島・阿久根陸上

杉元 駿太(6)  6:13.28

鹿児島・出水市陸上スポーツ少

石澤 煌翔(4)  6:13.28

鹿児島・折多陸上クラブ

杉元 達樹(5)  6:14.83

鹿児島・出水市陸上スポーツ少

男子小
学共通

１５００ｍ 6/5 前田 萌(6)  5:21.62

鹿児島・天降川小

橘 あん(6)  5:27.43

鹿児島・国分ジュニア陸上

福永 葵唯(4)  5:48.21

鹿児島・東市来ランナーズ

甲斐島 桃花(6)  5:49.12

鹿児島・春山陸上

西川 凛(6)  5:52.95

鹿児島・国分ジュニア陸上

石田 心花(5)  6:14.52

鹿児島・出水市陸上スポーツ少

今西 苺花(4)  6:34.76

鹿児島・EAC

津村 紗花(6)  6:41.94

鹿児島・生福陸上

女子小
学共通

１００ｍ 6/5 西川 琉嘉(1) 13.50/-2.3

鹿児島・ナンバーワンクラブ

徳重 遼(1) 13.88/-2.3

鹿児島・ナンバーワンクラブ

大北 真也(1) 14.23/-2.3

鹿児島・ナンバーワンクラブ

上尾﨑  悠太(1) 14.44/-3.2

鹿児島・川内北中

元田 蓮桜(1) 14.68/-2.3

鹿児島・スプリントクラブ疾風

安藤 伊吹(1) 15.44/-2.3

鹿児島・川内南中

榎田 悠人(1) 15.63/-3.2

鹿児島・川内北中

小永吉 燿久(1) 15.92/-3.2

鹿児島・東市来中

男子中
学1年

１００ｍ 6/5 伊藤 彩人(2) 12.56/-3.7

鹿児島・川内北中

宮原 心(2) 12.61/-3.7

鹿児島・えのアスリート

宮本 尚典(2) 12.85/-3.7

鹿児島・川内中央中

有田 蒼甫(2) 12.94/+0.5

鹿児島・川内南中

上口 蒼空(2) 13.05/+0.5

鹿児島・ナンバーワンクラブ

橋口 氷河(2) 13.12/-3.7

鹿児島・川内中央中

金 炫斌(2) 13.13/+0.5

鹿児島・えのアスリート

尾辻 蒼太朗(2) 13.41/+0.5

鹿児島・川内北中

男子中
学2年

１００ｍ 6/5 西尾 優之介(3) 12.27/-2.0

鹿児島・ナンバーワンクラブ

木下 暖(3) 12.79/-2.0

鹿児島・東市来中

二木 春樹(3) 13.08/-2.0

鹿児島・川内北中

西嶋 光(3) 13.09/-2.0

鹿児島・川内南中

永山 豊温(3) 13.16/-2.0

鹿児島・川内中央中

末吉 風真(3) 13.24/-0.9

鹿児島・川内中央中

福森 悠人(3) 13.52/-0.9

鹿児島・川内中央中

中島 冬矢(3) 13.70/-0.9

鹿児島・川内南中

男子中
学3年

１００ｍ 6/5 古里 朱夏(1) 14.29/-1.9

鹿児島・ナンバーワンクラブ

倉野 樹里(1) 14.64/-1.9

鹿児島・えのアスリート

兒玉  乙彩(1) 14.86/-2.3

鹿児島・川内北中

古川 栞(1) 15.11/-1.9

鹿児島・生福陸上

中山 心晴(1) 15.55/-2.3

鹿児島・川内中央中

川之上  百音(1) 15.79/-2.3

鹿児島・川内北中

奥 実乃梨(1) 16.47/-2.3

鹿児島・東市来中

女子中
学1年

１００ｍ 6/5 岡本 莉央(2) 13.16/-0.7

鹿児島・川内南中

森 ひなた(2) 13.97/-0.7

鹿児島・川内南中

外原 夢菜(2) 14.11/-0.7

鹿児島・川内北中

内山 杏美(2) 14.37/-0.7

鹿児島・川内北中

江神 希空(2) 14.50/-0.5

鹿児島・川内北中

藤山 佳奈(2) 14.59/-0.7

鹿児島・川内中央中

濵田 妃奈乃(2) 14.93/-0.7

鹿児島・川内南中

古市 愛聖(2) 14.98/-0.7

鹿児島・ナンバーワンクラブ

女子中
学2年

１００ｍ 6/5 比良 寧々花 14.11/-2.7

鹿児島・甲南高校

吉留 奏愛(3) 14.12/-2.7

鹿児島・川内北中

島津 羅夢(3) 14.24/-0.6

鹿児島・川内南中

伊藤 未来(3) 14.71/-0.6

鹿児島・川内北中

二宮 綾香(3) 14.87/-0.6

鹿児島・川内中央中

二牟禮 美蒼(3) 14.96/-0.6

鹿児島・川内北中

宇都 柚夏(3) 15.07/-0.6

鹿児島・川内北中

堂後 めいる(3) 15.42/-2.7

鹿児島・川内南中

女子中
学3年
・10代

２００ｍ 6/5 宮原 心(2) 25.07/-0.7

鹿児島・えのアスリート

宮本 尚典(2) 26.57/-0.2

鹿児島・川内中央中

福森 悠人(3) 鹿児島・川内中央中 27.13/-0.7

金 炫斌(2) 鹿児島・えのアスリート 27.13/-0.2

上園 典央(2) 27.34/-0.7

鹿児島・川内北中

末吉 風真(3) 27.52/-0.2

鹿児島・川内中央中

橋口 氷河(2) 27.55/-1.4

鹿児島・川内中央中

永山 豊温(3) 28.32/-1.4

鹿児島・川内中央中

男子中
学共通

２００ｍ 6/5 日野 恵利那(3) 28.22/-0.4

鹿児島・川内中央中

吉留 奏愛(3) 28.48/-0.4

鹿児島・川内北中

外原 夢菜(2) 29.27/-0.4

鹿児島・川内北中

内山 杏美(2) 29.82/-2.3

鹿児島・川内北中

藤山 佳奈(2) 30.04/-2.3

鹿児島・川内中央中

島津 羅夢(3) 30.05/-0.4

鹿児島・川内南中

江神 希空(2) 30.27/-0.6

鹿児島・川内北中

倉野 樹里(1) 31.00/-2.3

鹿児島・えのアスリート

女子中
学共通

８００ｍ 6/5 小田原 大雅(2)  2:08.47

鹿児島・川内北中

宮野 和奏(2)  2:15.07

鹿児島・川内北中

福﨑 子竜(1)  2:17.74

鹿児島・川内南中

古里 匡丞(2)  2:18.13

鹿児島・川内中央中

東谷 陸(2)  2:20.84

鹿児島・川内北中

髙味 幸人(2)  2:20.95

鹿児島・川内北中

青木 海斗(1)  2:24.64

鹿児島・東市来中

竹田 優唯翔(2)  2:25.65

鹿児島・川内中央中

男子中
学共通

８００ｍ 6/5 辻 華音(3)  2:30.29

鹿児島・川内北中

有村 俐亜羅(2)  2:31.22

鹿児島・枕崎中

武末 陽菜(2)  2:34.77

鹿児島・枕崎中

大迫 希空(1)  2:34.94

鹿児島・串木野西陸上

上平 紗菜(2)  2:35.24

鹿児島・川内中央中

北山 菜々花(3)  2:37.11

鹿児島・川内北中

峯﨑 紗彩(2)  2:37.43

鹿児島・川内中央中

坂上 宙音(3)  2:38.97

鹿児島・川内北中

女子中
学共通

１５００ｍ 6/5 小屋敷 悠友(3)  4:24.75

鹿児島・東市来中

小田原 大雅(2)  4:30.17

鹿児島・川内北中

宮野 和奏(2)  4:40.66

鹿児島・川内北中

館野 陽向(2)  4:44.46

鹿児島・立神中

森永 卓杜(3)  4:46.46

鹿児島・川内中央中

古里 匡丞(2)  4:52.65

鹿児島・川内中央中

東谷 陸(2)  4:53.85

鹿児島・川内北中

永井 大樹(2)  5:00.38

鹿児島・東市来中

男子中
学共通

１５００ｍ 6/5 牧山 結音(3)  5:13.93

鹿児島・川内南中

池田 一嬉(3)  5:18.15

鹿児島・枕崎中

坂上 宙音(3)  5:23.58

鹿児島・川内北中

藏ノ下 優奈(3)  5:30.16

鹿児島・川内中央中

赤﨑 凛(2)  5:30.78

鹿児島・東市来中

辻 華音(3)  5:37.33

鹿児島・川内北中

德盛 友香(3)  5:39.35

鹿児島・川内中央中

楠元 樹音(2)  5:39.73

鹿児島・東市来中

女子中
学共通



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第45回薩摩川内市陸上記録会         2022年6月5日(日)      決勝一覧表
薩摩川内市陸上競技場 463080

  Page: 22022/06/05 21:14:37

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
３０００ｍ 6/5 松元 貴飛(2) 10:19.02

鹿児島・知覧中

前屋敷 大輝(2) 10:34.53

鹿児島・東市来中

砲丸投

(5.000kg)

男子中
学共通

砲丸投

(2.721kg)

6/5 東條 笑奈(3)   7m43

鹿児島・川内中央中

女子中
学共通

１００ｍ 6/5 徳重 孝介 12.57/-2.1

鹿児島・ナンバーワンクラブ

馬地 佑記 14.05/-2.1

鹿児島・霧島市

佐藤 恵 14.16/-2.1

鹿児島・スプリントクラブ疾風

男子10
代・40
代・50

１５００ｍ 6/5 東別府 希  5:13.12

鹿児島・川薩駅伝

前田 愛佳  5:15.04

鹿児島・川薩駅伝

中村 碧  5:30.29

鹿児島・川薩駅伝

女子10
代・20
代・30

１５００ｍ 6/5 緒方 卓思  4:12.78

熊本・JNC

男子・
20代・
30代

２０００ｍ 6/5 安藤 邦光  7:03.51

鹿児島・薩摩川内市

西別府 浩明  7:06.50

NGR鹿児島・いちき串木野陸協

萩木傷 啓三  7:17.71

鹿児島・川薩駅伝

吉田 義美  7:31.00

NGR鹿児島・スターゼン

男子50
代・60
代

５０００ｍ 6/5 曽木 大士朗 15:06.72

鹿児島・さつま町消防本部

淵之上 佑樹 15:06.72

鹿児島・植村組

安藤 主税 15:18.41

鹿児島・川北電工

牛島 涼 15:46.41

鹿児島・京セラ川内

内 翔平 15:58.35

鹿児島・さつま町役場

野﨑 覚 16:02.71

鹿児島・京セラ川内

吉留 悠介 16:15.75

鹿児島・京セラ川内

杉薗 光大 16:16.68

鹿児島・薩摩川内市役所

男子20
代・30
代・40

３０００ｍ男子40
代

凡例（NGR:大会新記録）
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No 日付

大
会
新
記
録

性別 種別 種目

ラ
ウ
ン
ド
／
組

順
位 記録 風力

氏名
チーム名

所属
メンバー 備考

1 6月5日 ○ 男子 50代・60代 ２０００ｍ 決勝 2  7:06.50 西別府 浩明 鹿児島・いちき串木野陸協
2 6月5日 ○ 男子 50代・60代 ２０００ｍ 決勝 4  7:31.00 吉田 義美 鹿児島・スターゼン

合計 2


