
県民体育大会　男子決勝一覧 （陸上競技） 2012年09月16日　　薩摩川内市陸上競技場

種　　目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
少年男子 100m 橋元　晃志 原永　貴之 宮内　太一 松井　智 森　幸大 高橋　賢哉 松田　勝太 大塚　健二

出　水 大　島 曽　於 川　薩 伊　佐 姶　良 鹿児島 熊毛
11.25 11.59 11.81 11.88 12.04 12.08 12.11 12.15

少年男子 400m 翁　玲央乃 西田　光 若松　雄大 土岐　大翔 大槇　悠介 谷口　諒弥
日　置 鹿児島 川　薩 大　島 熊　毛 曽　於
49.89 51.16 52.17 53.50 53.87 53.90

少年男子 1500m 北村　一摩 郡山　大樹 瀬戸口　文弥 永山　博基 森　俊也 東福　龍太郎 高田　蒼太 大倉　弘豊　
鹿児島 出　水 川　辺 姶　良 大　島 日　置 熊　毛 肝　属
4.04.69 4.05.68 4.07.37 4.08.71 4.11.71 4.12.22 4.13.31 4.13.90

30未満男子 100m 児玉　安昭 平田　俊幸 安武　祐貴 川畑　輝薫 小倉　恭平 北洞　晶也 上園　真吾 津島　悠輔
姶　良 川　薩 鹿児島 出　水 川　辺 熊　毛 伊　佐 肝　属
11.17 11.39 11.79 11.82 12.13 12.27 12.47 13.06

30代男子 100m 内田　大介 小牟田健介 西園　賢一郎 道岡　啓 宮田　龍 有馬　勇樹 迫田　秀人 田中　康人
鹿児島 川　薩 日　置 肝　属 大　島 川　辺 曽　於 姶　良
11.59 11.70 11.95 12.49 12.70 12.71 13.23 13.63

40代男子 100m 浦口　克樹 津村　照弥 牧之角　寛 園田　純一 植林　能央　 浦　　憲蔵 谷尾　卓也 樋口　雅彦
熊　毛 大　島 日　置 川　薩 姶　良 指　宿 出　水 鹿児島
11.99 12.32 12.36 12.48 12.66 12.86 13.02 13.31

40代男子 3000m 石川　正俊 吉鶴　正樹 戸田　創 郷原　正文 横瀬　力 古市　利秋 大園　栄一 有村　憲治
指　宿 大　島 姶　良 肝　属 鹿児島 熊　毛 川　薩 曽　於
9.37.81 9.58.61 10.00.80 10.08.37 10.12.50 10.14.17 10.19.45 10.37.34

50以上男子 2000m 本高　和弘 西別府浩明 今村　行夫 田中　義孝 有里　益朗 荒武　浩一 畠田　政光 春田　武志
姶　良 日　置 川　辺 出　水 肝　属 曽　於 川　薩 鹿児島
6.27.62 6.31.14 6.42.72 6.47.09 6.52.11 6.53.81 6.57.57 7.00.40

共通男子 110mH 西方　竜太郎 浜崎　友輔 園田　洋太 椎葉　和馬 坂本　淳也 倉津　伶也
鹿児島 川　辺 熊　毛 川　薩 姶　良 出　水
15.08 16.00 16.10 16.11 16.66 17.08

共通男子 5000m 立元　悠樹 東　　貴史 雪丸　雄大 飛松　祐輔 永井　智大 新田　正洋 平田　圭 松木　佑二
姶　良 川　辺 川　辺 曽　於 伊　佐 熊　毛 肝　属 伊　佐
15.08.80 15.10.23 15.12.78 15.16.83 15.17.47 15.26.35 15.27.38 15.29.77

少年男子 走幅跳 中島　健 野村　祐介 川元　貴皓 安藤　圭介 松山　海人 河野　一朗 荒田　和敬 岡元　優樹
出　水 鹿児島 大　島 川　薩 日　置 熊　毛 姶　良 伊　佐
6m36 6m04 5m90 5m89 5m70 5m65 5m64 5m41

30未満男子 走幅跳 中野　友貴 松葉口浩太 木之下修一 松田　英之 安田　久憲 平　裕一郎 西田　伊織 阿多　一基
指　宿 川　辺 大　島 熊　毛 川　薩 鹿児島 姶　良 日　置
6m65 6m58 6m45 6m16 6m04 6m00 5m61 5m53



県民体育大会　男子決勝一覧 （陸上競技） 2012年09月16日　　薩摩川内市陸上競技場

種　　目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
少年男子 砲丸投 入江　真司 桑代　啓太 福留　昴大 鶴之園充幸貴 木尾　秀逸 山口　政哉 折小野　慎司 濱野　智之

鹿児島 姶　良 川　辺 指　宿 曽　於 熊　毛 肝　属 川　薩
12m40 11m67 10m78 10m69 10m17 9m84 9m48 8m62

30未満男子 砲丸投 吉津　剛 糸柳　茂樹 有馬　祐将　　 市来　優馬 徳　孝則 日下田　良 日高　大輔 北園　将志
伊　佐 川　薩 日　置 鹿児島 大　島 肝　属 熊　毛 出　水
13m00 12m32 11m76 11m31 10m47 10m24 9m55 8m48

30代男子 砲丸投 成田　智春 野村　達也 橋口　光広 河野　優一 村尾　重則 野間　之弘 山崎　慶幸 池田　一哉
姶　良 熊　毛 出　水 鹿児島 川　薩 大　島 川　辺 日　置
13m14 12m65 12m20 11m98 10m98 10m81 10m21 9m71

40代男子 砲丸投 林　　伸一 東畠　賢一 海田　高寛 中村　真 野上　一成 桜木　孝一 鮫島　政幸 有村　道尚
大　島 出　水 川　辺 川　薩 鹿児島 曽　於 熊　毛 肝　属
14m73 13m77 12m74 12m60 12m12 12m02 12m02 12m02

50以上男子 砲丸投 砂坂　静 川崎　秀人 乕田　一久 高山　孝夫 新穂　正広 小野　正人 松山　誠 藤田　道夫
熊　毛 鹿児島 川　薩 日　置 出　水 曽　於 川　辺 肝　属
12m53 11m02 10m79 10m71 10m71 10m31 10m27 7m11

共通男子 4×100mR 出水 川薩 姶良 鹿児島 大島 熊毛 川辺 肝属
川畑　輝薫 平田　俊幸 高橋　李生 松田　勝太 富田　健太 北洞　晶也 中村　聖也 津島　悠輔
橋元　晃志 濵　貴博 児玉　安昭 西方　竜太郎 原永　貴之 大塚　健二 松葉口浩太 中塩屋　司
白石　黄良々 松井　智 細川　正太郎 安武　祐貴 木ノ下　修一 大槇　悠介 小倉　恭平 道岡　啓
本田　望 若松　雄大 茗ヶ谷　有樹 内田　大介 津村　照弥 松田　英之 浜崎　友輔 大迫　郁弥
42.57 43.14 43.65 43.68 45.20 45.36 45.92 46.54


