
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９回薩摩川内市春季陸上競技大会 22460505 2022年3月20日(日)      決勝一覧表
薩摩川内市陸上競技場 463080

  Page: 12022/03/20 15:25:36

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 3/20 重村 朔(1) 19.71/-2.7

鹿児島・えのアスリート

外園 健(1) 21.39/-2.7

鹿児島・メジャースポーツ

男子小
学1年

１００ｍ 3/20 福永 彩葉(2) 16.85/+0.2

鹿児島・メジャースポーツ

内野  幸杜(2) 17.73/+0.2

鹿児島・メジャースポーツ

徳森 優心(2) 17.75/+0.2

鹿児島・えのアスリート

西森 運(2) 18.48/+0.2

鹿児島・えのアスリート

有村 仁(2) 21.56/+0.2

鹿児島・メジャースポーツ

池添 広人(2) 21.60/+0.2

鹿児島・ナンバーワンクラブ

男子小
学2年

１００ｍ 3/20 内田 創琉(3) 15.32/+1.1

鹿児島・えのアスリート

園田 恭佑(3) 16.00/-2.1

鹿児島・えのアスリート

宇都宮 悠斗(3) 16.07/-2.1

鹿児島・えのアスリート

有馬 碧士(3) 16.30/+1.1

鹿児島・えのアスリート

河澄 泰雅(3) 16.41/+1.1

鹿児島・川内SC０１

野久尾 駿(3) 17.17/-2.1

鹿児島・えのアスリート

松尾 直輝(3) 17.18/-2.1

鹿児島・EAC

満岡 蒼天(3) 17.45/+1.1

鹿児島・えのアスリート

男子小
学3年

１００ｍ 3/20 有田 蓮介(4) 15.12/+1.1

鹿児島・えのアスリート

新原 蹴斗(4) 15.32/+0.1

鹿児島・えのアスリート

徳森 健祐(4) 15.75/+1.1

鹿児島・えのアスリート

下麦 隼(4) 16.13/+0.1

鹿児島・えのアスリート

増田 拓真(4) 16.16/+1.1

鹿児島・えのアスリート

藤元 陽翔(4) 鹿児島・ナンバーワンクラブ 16.18/+0.1

高味 慶大(4) 鹿児島・えのアスリート 16.18/+1.1

坂井田 侑生(4) 16.23/+1.1

鹿児島・川内SC０１

男子小
学4年

１００ｍ 3/20 木山 奏夢(5) 14.66/+0.9

鹿児島・えのアスリート

畠中 心聖(5) 15.02/+0.9

鹿児島・ナンバーワンクラブ

西薗 奏太(5) 15.33/+0.9

鹿児島・えのアスリート

馬場 翔我(5) 15.37/+0.9

鹿児島・川内SC０１

松尾 朋輝(5) 16.20/+0.9

鹿児島・EAC

男子小
学5年

１００ｍ 3/20 大北 真也(6) 13.59/+1.9

鹿児島・ナンバーワンクラブ

徳重 遼(6) 13.83/+1.9

鹿児島・ナンバーワンクラブ

南新 朔真(6) 14.77/+1.9

鹿児島・川内SC０１

森永 和杜(6) 14.84/+1.9

鹿児島・川内SC０１

山口 拓久真(6) 16.07/+1.9

鹿児島・川内SC０１

男子小
学6年

１００ｍ 3/20 西園 佐奈(1) 19.20/-0.7

鹿児島・川内SC０１

井龍 心桜(1) 19.96/-0.7

鹿児島・えのアスリート

中村 百花　(1) 20.09/-0.7

鹿児島・メジャースポーツ

女子小
学1年

１００ｍ 3/20 倉野 瑞希(2) 16.15/+0.2

鹿児島・えのアスリート

長野 希子(2) 17.37/+0.2

鹿児島・メジャースポーツ

福島 実咲(2) 17.49/+0.2

鹿児島・ナンバーワンクラブ

宮原 花音(2) 18.56/+0.2

鹿児島・えのアスリート

山本 柊菜(2) 20.06/+0.2

鹿児島・ナンバーワンクラブ

女子小
学2年

１００ｍ 3/20 古里 紫乃(3) 16.68/-0.2

鹿児島・ナンバーワンクラブ

久保 愛乃(3) 17.05/-0.2

鹿児島・ナンバーワンクラブ

鶴園 あおい　(3) 17.43/-0.2

鹿児島・メジャースポーツ

大村 なごみ(3) 18.00/-0.2

鹿児島・えのアスリート

庵 心咲(3) 18.22/-0.2

鹿児島・メジャースポーツ

中村 音花(3) 18.29/-0.2

鹿児島・メジャースポーツ

女子小
学3年

１００ｍ 3/20 永田 心春(4) 15.31/+2.0

鹿児島・ナンバーワンクラブ

森 愛莉(4) 15.70/+2.0

鹿児島・えのアスリート

長野 莉子(4) 15.82/+2.0

鹿児島・メジャースポーツ

酒井 七煌(4) 16.31/+2.0

鹿児島・EAC

久保 羽叶(4) 16.46/-3.0

鹿児島・ナンバーワンクラブ

坂元 麗美(4) 16.49/+2.0

鹿児島・ナンバーワンクラブ

土川 未朱(4) 16.86/-3.0

鹿児島・えのアスリート

下簗 美久(4) 16.87/-3.0

鹿児島・えのアスリート

女子小
学4年

１００ｍ 3/20 平野 楓花(5) 14.67/+1.1

鹿児島・えのアスリート

吉峯 光莉(5) 15.18/+1.1

鹿児島・ナンバーワンクラブ

小村 杏(5) 15.25/+1.1

鹿児島・ナンバーワンクラブ

堀口 理央(5) 15.40/+1.1

鹿児島・EAC

今別府 咲花(5) 15.57/+1.1

鹿児島・えのアスリート

牧山 未来(5) 15.71/+1.1

鹿児島・えのアスリート

池添 りあん(5) 15.72/+1.1

鹿児島・ナンバーワンクラブ

内野  千翔(5) 16.26/+1.1

鹿児島・メジャースポーツ

女子小
学5年

１００ｍ 3/20 坂元 安寿(6) 14.21/+2.5

鹿児島・ナンバーワンクラブ

倉野 樹里(6) 14.42/+2.5

鹿児島・えのアスリート

兒玉 乙彩(6) 14.54/+2.5

鹿児島・えのアスリート

古里 朱夏(6) 15.03/+2.5

鹿児島・ナンバーワンクラブ

山 莉温愛(6) 15.17/+2.5

鹿児島・ナンバーワンクラブ

下茂 愛理弥(6) 15.76/+2.5

鹿児島・ナンバーワンクラブ

川之上 百音(6) 15.77/+2.5

鹿児島・メジャースポーツ

女子小
学6年

４×１００ｍＲ 3/20 えのアスリートA  1:00.72

新原 蹴斗(4)

西薗 奏太(5)

有田 蓮介(4)

木山 奏夢(5)

えのアスリートB  1:03.57

徳森 健祐(4)

園田 恭佑(3)

宇都宮 悠斗(3)

内田 創琉(3)

男子小
学

４×１００ｍＲ 3/20 えのアスリートA 58.92

兒玉 乙彩(6)

平野 楓花(5)

牧山 未来(5)

倉野 樹里(6)

えのアスリートB  1:02.20

倉野 瑞希(2)

今別府 咲花(5)

森 愛莉(4)

伊藤 紗和(5)

女子小
学

１００ｍ 3/20 古市 聖剛(3) 11.81/-0.9

鹿児島・ナンバーワンクラブ

伊藤 彩人(1) 11.99/-0.9

鹿児島・川内北中

宮原 心(1) 12.15/-0.9

鹿児島・えのアスリート

宮本 尚典(1) 12.27/+1.8

鹿児島・川内中央中

坂元 瑛斗(2) 12.38/+2.0

鹿児島・ナンバーワンクラブ

西嶋 光(2) 12.39/-0.9

鹿児島・川内南中

橋口 氷河(1) 12.41/+1.8

鹿児島・川内中央中

茶圓 大和(3) 12.42/-0.9

鹿児島・川内中央中

８００ｍ 3/20 紙屋 綾杜(2)  2:07.46

鹿児島・川内北中

髙味 幸人(1)  2:16.94

鹿児島・川内北中

宮野 和奏(1)  2:17.39

鹿児島・川内北中

森永 卓杜(2)  2:18.77

鹿児島・川内中央中

古里 匡丞(1)  2:21.91

鹿児島・川内中央中

東谷 陸(1)  2:22.19

鹿児島・川内北中

福留 和真(1)  2:22.23

鹿児島・川内南中

新川 諒陽維(2)  2:26.46

鹿児島・川内中央中

男子中
学共通

１００ｍ 3/20 福田 陽菜(3) 13.15/-1.7

鹿児島・ナンバーワンクラブ

岡本 莉央(1) 13.27/-1.7

鹿児島・川内南中

日野 恵利那(2) 13.86/-1.7

鹿児島・川内中央中

森 ひなた(1) 13.96/-0.9

鹿児島・川内南中

千草 こころ(2) 13.99/-1.7

鹿児島・川内中央中

吉留 奏愛(2) 14.06/-0.9

鹿児島・川内北中

内山 杏美(1) 14.08/+2.6

鹿児島・川内北中

島津 羅夢(2) 14.14/-1.7

鹿児島・川内南中

８００ｍ 3/20 辻 華音(2)  2:31.27

鹿児島・川内北中

坂上 宙音(2)  2:34.06

鹿児島・川内北中

牧山 結音(2)  2:35.12

鹿児島・川内南中

北山 菜々花(2)  2:35.16

鹿児島・川内北中

上平 紗菜(1)  2:36.40

鹿児島・川内中央中

德盛 友香(2)  2:37.04

鹿児島・川内中央中

藏ノ下 優奈(2)  2:37.10

鹿児島・川内中央中

米滿 結菜(1)  2:39.30

鹿児島・川内南中

女子中
学共通

４×１００ｍＲ 3/20 川内中央中 48.08

福森 悠人(2)

宮本 尚典(1)

橋口 氷河(1)

永山 豊温(2)

川内北中 48.59

橋口 凱理(1)

伊藤 彩人(1)

二木 春樹(2)

南 琥太朗(2)

川内南中 48.87

中島 冬矢(2)

上村 孝太朗(1)

有田 蒼甫(1)

西嶋 光(2)

男子中
学

４×１００ｍＲ 3/20 川内南中 52.39

北原 怜奈(2)

岡本 莉央(1)

森 ひなた(1)

島津 羅夢(2)

川内高 52.63

大西 ひなの(1)

小坂 陽向(2)

吉村 愛里(1)

広島 美紀(1)

川内中央中 53.93

日野 恵利那(2)

藤山 佳奈(1)

二宮 彩香(2)

千草 こころ(2)

川内北中 54.98

永原 音梅(2)

外原 夢菜(1)

吉留 奏愛(2)

宇都 柚夏(2)

女子

１００ｍ 3/20 田室 興企(2) 11.41/-0.1

鹿児島・鹿児島高

藤下 海里(2) 11.56/-0.1

鹿児島・鹿児島高

藤山 大輔(1) 11.60/+0.6

鹿児島・川内高

馬立 硫依翔 (1) 11.79/+3.7

鹿児島・れいめい高

須田 悠斗(2) 鹿児島・鹿児島高 11.81/+0.6

宮脇 晟也(1) 鹿児島・川内高 11.81/-0.1

亀﨑 大夢(1) 11.82/+3.7

鹿児島・れいめい高

下野 祐真(1) 11.87/+0.6

鹿児島・川薩清修館

２００ｍ 3/20 上井 翼(2) 23.24/-1.9

鹿児島・鹿児島高

田室 興企(2) 23.74/-1.9

鹿児島・鹿児島高

須田 悠斗(2) 24.30/-1.9

鹿児島・鹿児島高

大久保 快(2) 24.33/-1.9

鹿児島・鹿児島高

下野 祐真(1) 24.33/-1.9

鹿児島・川薩清修館

亀﨑 大夢(1) 24.45/+0.5

鹿児島・れいめい高

馬立 硫依翔 (1) 24.78/+0.5

鹿児島・れいめい高

古河 叶羽(1) 25.05/+0.5

鹿児島・鹿児島高

男子高
校

４００ｍ 3/20 横田 心晟 52.08

鹿児島・BabbinoCompare

七夕 修(2) 54.00

鹿児島・武岡台高

増田 聖凪(1) 55.41

鹿児島・川内高

小倉 大樹 55.67

鹿児島・レザレクションAC

有川 翔基(2) 56.23

鹿児島・川内高

髙田 隆 57.20

鹿児島・レザレクションAC

山内 健新(1) 57.54

鹿児島・川内高

石川 颯太(2) 58.06

鹿児島・武岡台高

男子高
校・一
般

８００ｍ 3/20 有川 翔基(2)  2:05.14

鹿児島・川内高

山田 新太(2)  2:06.52

鹿児島・川内高

男子高
校

５０００ｍ 3/20 牛島 涼(3) 15:23.20

鹿児島・鹿児島実業

井上 颯真(2) 16:45.86

鹿児島・川内高

酒匂 雄大 16:58.79

鹿児島・県立農大

110mH

(1.067/9.14m)

3/20 松下 怜(2) 16.33/-1.6

鹿児島・鹿児島高

新城 敦志 16.68/-1.6

鹿児島・BabbinoCompare

藤下 海里(2) 16.82/-1.6

鹿児島・鹿児島高

男子高
校・一
般

400mH

(0.914/35m)

3/20 藤山 大輔(1) 59.46

鹿児島・川内高

大野 貴博(1)  1:00.95

鹿児島・鹿児島高

木原 豪志(2)  1:13.76

鹿児島・川内高

男子高
校



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９回薩摩川内市春季陸上競技大会 22460505 2022年3月20日(日)      決勝一覧表
薩摩川内市陸上競技場 463080

  Page: 22022/03/20 15:25:37

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 3/20 住吉 璃音(2) 12.91/-1.3

鹿児島・鹿児島高

片野坂 唯月(2) 12.92/-1.3

鹿児島・鹿児島高

片野坂 瑞希(2) 12.93/-1.3

鹿児島・鹿児島高

田島 朱(2) 13.06/-1.3

鹿児島・鹿児島高

柳田 陽香(1) 13.20/-1.3

鹿児島・鹿児島高

小坂 陽向(2) 13.39/-1.3

鹿児島・川内高

花田 真奈夏(2) 13.40/-1.3

鹿児島・鹿児島高

栫 美咲(2) 13.52/-0.8

鹿児島・鹿児島高

４００ｍ 3/20 花田 真奈夏(2)  1:04.28

鹿児島・鹿児島高

吉村 愛里(1)  1:05.54

鹿児島・川内高

宮田 莉寿(2)  1:08.05

鹿児島・出水商業

８００ｍ 3/20 坂元 茉歩(2)  2:38.52

鹿児島・川内高

100mH

(0.838/8.5m)

3/20 古城 なみ(2) 18.32/-0.6

鹿児島・出水商業

女子高
校

400mH

(0.838/35m)

3/20 梅原 紗月  1:00.79

兵庫・住友電工

古城 なみ(2)  1:17.14

鹿児島・出水商業

女子高
校・一
般

４×１００ｍＲ 3/20 川内高A 44.38

加冶木 謙太(1)

宮脇 晟也(1)

増田 聖凪(1)

藤山 大輔(1)

レザレクションAC 44.52

関山 真弥

米森 亮

小倉 大樹

小倉 希望

男子高
校・一
般

走高跳 3/20 鏡園 怜央(1) 1m40

鹿児島・川内北中

走幅跳 3/20 橋口 凱理(1)   5m23/+3.2

鹿児島・川内北中

野涯 海斗(1)   5m03/+0.7

鹿児島・川内北中

長 大倖(1)   4m24/-0.8

鹿児島・川内中央中

木原 和佐(2)   4m14/-0.5

鹿児島・川内北中

下園 陽(2)   3m67/-0.8

鹿児島・川内北中

砲丸投

(5.000kg)

3/20 篠原 煌陽(1)   7m29

鹿児島・川内南中

郡山 叡慈(2)   6m06

鹿児島・川内北中

男子中
学

走高跳 3/20 西川 雛羽(3) 1m55

鹿児島・ナンバーワンクラブ

二牟禮 美蒼(2) 1m30

鹿児島・川内北中

走幅跳 3/20 西 美侑(2)   4m61/-0.1

鹿児島・宮之城中

二宮 彩香(2)   4m09/-0.5

鹿児島・川内中央中

砲丸投

(2.721kg)

3/20 角井 にこら(2)   7m15

鹿児島・宮之城中

女子中
学

走高跳 3/20 岩下 優世(1) 1m80

鹿児島・鹿児島高

走幅跳 3/20 上井 翼(2)   6m90/-1.1

鹿児島・鹿児島高

中脇 周大(3)   6m51/-0.9

鹿児島・武岡台高

瀬戸口 隆貴(1)   6m39/+1.4

鹿児島・武岡台高

田畑 秀磨(1)   6m04/-0.9

鹿児島・鹿児島高

加冶木 謙太(1)   5m96/-1.2

鹿児島・川内高

松下 大夢(2)   5m84/-1.9

鹿児島・鹿児島高

湯田 俊介(1)   5m83/+2.1

鹿児島・鹿児島高

石原 拳児(2)   5m68/+3.2

鹿児島・川内高

砲丸投

(6.000kg)

3/20 宮脇 晟也(1)  11m09

鹿児島・川内高

古城 頼斗(1)  11m04

鹿児島・出水商業

松永 健希(2)  10m36

鹿児島・鹿児島高

松下 怜(2)  10m10

鹿児島・鹿児島高

園田 雄進(1)   8m61

鹿児島・武岡台高

石黒 一成(1)   8m29

鹿児島・鹿児島高

下入佐 亘成(2)   7m93

鹿児島・鹿児島高

男子高
校

走高跳 3/20 山内 琳加(2) 1m45

鹿児島・出水商業

走幅跳 3/20 片野坂 唯月(2)   5m55/-0.3

鹿児島・鹿児島高

柳田 陽香(1)   5m26/+0.4

鹿児島・鹿児島高

片野坂 瑞希(2)   5m23/+2.6

鹿児島・鹿児島高

住吉 璃音(2)   5m20/-0.3

鹿児島・鹿児島高

中森 楽和(2)   5m00/-0.6

鹿児島・鹿児島高

上間 咲季(2)   4m90/+0.2

鹿児島・鹿児島高

栫 美咲(2)   4m82/+1.7

鹿児島・鹿児島高

加藤 愛(2)   4m64/-1.1

鹿児島・武岡台高

砲丸投

(4.000kg)

3/20 稲付 日和(1)   8m15

鹿児島・鹿児島高

山下 心暖(1)   7m37

鹿児島・鹿児島高

女子高
校

走高跳 3/20 鐡丸 美由紀 1m73

鹿児島・鹿児島銀行

女子一
般

１００ｍ 3/20 久木留 清冴 12.20/-0.9

鹿児島・BabbinoCompare

関山 真弥 12.20/-0.9

鹿児島・レザレクションAC

西 智史 12.43/-0.9

鹿児島・ナンバーワンクラブ

２００ｍ 3/20 ﾗﾝｽﾞﾎﾞｰ ｻﾐｭｴﾙ 22.01/+0.7

鹿児島・鹿児島AC

勇島　 海斗 23.26/+0.7

鹿児島・鹿児島AC

山上 稜真 23.36/+0.7

鹿児島・BabbinoCompare

久木留 清冴 24.96/+0.7

鹿児島・BabbinoCompare

西 智史 25.73/+0.7

鹿児島・ナンバーワンクラブ

島津 健児 26.14/+0.7

鹿児島・鹿児島陸協

男子一
般

２００ｍ 3/20 塗木 ひかる 25.53/+0.5

鹿児島・鹿児島大学

田島 朱(2) 26.65/+0.5

鹿児島・鹿児島高

圖師 遥那(2) 28.14/+0.5

鹿児島・鹿児島高

長尾 里奈(1) 28.77/+0.5

鹿児島・川薩清修館

女子高
校・一
般


