
平成26年度　薩摩川内市　春季陸上競技大会 入 賞 者 一 覧 表
平成27年3月21日(土)

薩摩川内市総合運動公園陸上競技場
種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

男 小学 東畠　幸人(6) 12.79 飯尾　太一(6) 13.57 寺園　拓眞(6) 13.84 南　隼斗(6) 13.89 種田　捷之介(5) 14.11 竹山　栄一郎(4) 14.29 福永　啓太(6) 14.52 塩盛　稜太(4) 14.73
子 100m ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ -2.2 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ -2.2 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 -2.2 ﾒｼﾞｬｰｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ -2.2 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ -2.2 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ -2.2 ﾒｼﾞｬｰｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.3 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ -2.2

中学･高校･一般 橋元　晃志(2) 10.35 九鬼　巧(4) 10.52 愛敬　彰太郎(2) 10.54 北村　拓也(3) 10.56 欠畑　岳(4) 10.64 竹吉　大記(2) 10.68 永沼　賢治(3) 10.72 徳山　黎(1) 10.73
100m 鹿児島･早稲田大 和歌山･早稲田大 三　重･早稲田大 広　島･早稲田大 岩  手･早稲田大 千　葉･早稲田大 大　分･早稲田大 神奈川･早稲田大

高校･一般 橋元　晃志(2) 20.97 徳山　黎(1) 21.46 永沼　賢治(3) 21.77 欠畑　岳(4) 21.93 北村　拓也(3) 21.93 佐藤　拓也(3) 22.05 折田　歩夢(1) 22.45 白石　黄良々(3) 22.46
200m 鹿児島･早稲田大 神奈川･早稲田大 大　分･早稲田大 岩  手･早稲田大 広　島･早稲田大 埼　玉･早稲田大 鹿児島･甲南高 鹿児島･出水商高

中学･高校･一般 木村　賢太(3) 46.54 加藤　修也(1) 47.19 愛敬　彰太郎(2) 47.49 佐藤　拓也(3) 47.87 石田　裕介(1) 48.62 福山　直樹(2) 51.66 永田　州哉(1) 52.14 久松　史椰(2) 53.16
400m 大　分･早稲田大 静　岡･早稲田大 三　重･早稲田大 埼　玉･早稲田大 千　葉･早稲田大 鹿児島･鹿児島高 鹿児島･鹿屋高 鹿児島･川内商工高

中学･高校･一般 東　宏樹(2)  2:01.51 森川　拓也(2)  2:01.63 森田　桐生(2)  2:02.89 友生　貴大(1)  2:03.93 宮之原　勇(1)  2:04.82 大坪　拓海(2)  2:05.24 松﨑　秀磨(2)  2:05.50 中面　英寿(1)  2:06.11
800m 鹿屋高 甲南高 甲南高 鹿児島高 甲南高 鹿児島高 鹿児島高 出水高

高校･一般 古谷　拓夢(3) 14.06 野本　周成(1) 14.27 竹吉　大記(2) 14.65 西方　竜太郎 14.69
110mH：-0.6 神奈川･相洋高 愛　媛･早稲田大 千　葉･早稲田大 鹿児島･鹿児島ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ
高校･一般 野澤　啓佑 50.85 中野　直哉(2) 52.56 石田　裕介(1) 52.90 大脇　勇真(1)  1:01.30 森　草太(1)  1:04.76

400mH 山　梨･ﾐｽﾞﾉﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ 長　野･早稲田大 千　葉･早稲田大 鹿児島･鹿児島高 鹿児島･甲南高
中学･高校･一般 早稲田大 39.92 川薩清修館高 43.17 出水高 43.26 鹿児島高A 43.40 川内高A 44.78 鹿屋高 44.85 川内高B 45.81 出水商高 46.00

4×100mR    北村　拓也(3)    稲葉　柊太(2)    馬見塚　大樹(1)    米森　亮(1)    川添　洋祐(2)    若松　充(2)    山元　康平(2)    濵元　健(2)
   永沼　賢治(3)    川原　和也(2)    吉永　涼(2)    浜崎　大輔(1)    副島　大樹(2)    中垣内　大我(2)    浜田　琢夢(1)    野角　虎壱(2)
   橋元　晃志(2)    福澤　亮太(2)    幸　信光(1)    山口　徹也(1)    東條　莉央(2)    永田　州哉(1)    時吉　泰世(2)    児玉　翔麻(2)
   徳山　黎(1)    東畠　幸(1)    前田　恭希(2)    福山　直樹(2)    出口　幹久(2)    横山　喬亮(2)    冨森　大輝(2)    平川　郁也(1)

高校･一般 仲野　遼(2) 1m95 園中　杏汰(2) 1m90 高木　康裕(2) 1m85
走高跳 早稲田大 甲南高 川内商工高

高校･一般 根岸　勇太(3)   7m02 米森　亮(1)   6m54 馬見塚　大樹(1)   6m44 前田　淳(1)   6m37 浜崎　大輔(1)   6m21 原田　哲平(1)   5m83 豊村　泰平(2)   5m63 岩切　皓太郎(2)   5m41
走幅跳 千　葉･成田高 鹿児島･鹿児島高 鹿児島･出水高 東　京･早稲田大 鹿児島･鹿児島高 鹿児島･出水高 鹿児島･鹿児島高 鹿児島･川内高
高校 豊村　泰平(2)  11m80

三段跳 鹿児島高
一般 中川　雄太(2)  53m77

ハンマー投 和歌山･早稲田大
高校･一般 釼持　優太(3)  58m51 西谷　康平(2)  46m05 鞘脇　匠(2)  45m48 大久保　叡希(2)  30m82
やり投 神奈川･早稲田大 鹿児島･川内商工高 鹿児島･川内商工高 鹿児島･川内商工高

女 小学 成松　莉子(5) 13.28 満永　朱音(6) 13.80 橋本　莉子(6) 13.84 芳田　紗佳(5) 13.96 尾堂　夏海(6) 14.61 別府　百華(5) 14.67 丹野　美結(6) 14.75 田中　陽菜(5) 14.85
子 100m ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ +0.7 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 +0.7 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ +0.7 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ +0.7 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ +0.7 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ +0.2 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 +0.7 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ +0.2

中学･高校･一般 立山　紀恵 12.66 上野　南(1) 12.72 千年原　友香(2) 12.84 原　璃音(2) 13.01 井上　麗華(1) 13.08 岩下　真理亜(2) 13.21 永江　史奈(1) 13.23 園田　キララ(1) 13.25
100m 森口病院 +1.0 川薩清修館高 +1.0 出水高 +1.0 鹿児島高 +0.4 出水商高 +0.7 出水商高 +0.4 川薩清修館高 +0.4 甲南高 +0.7

宮下　友希(1) 13.25
鹿児島高 +0.4

高校･一般 立山　紀恵 25.89 上野　南(1) 26.42 高橋　菜々(2) 26.63 南野　智美(3) 26.97 小牧　空(1) 27.01 岩下　真理亜(2) 27.11 大林　真弥(2) 27.29 宮下　友希(1) 27.34
200m 鹿児島･森口病院 鹿児島･川薩清修館高 鹿児島･出水高 山　口･西京高 鹿児島･鹿屋高 鹿児島･出水商高 鹿児島･出水商高 鹿児島･鹿児島高
高校 中釜　佐和子(2) 58.13 浦村　星来(2) 59.60 大林　真弥(2)  1:01.17 原　璃音(2)  1:03.12 池田　優衣(2)  1:04.17 前田　紗也佳(2)  1:05.45 野上　夏輝(1)  1:05.87 土岐　実来(1)  1:07.51
400m 鹿児島高 鹿児島高 出水商高 鹿児島高 鹿屋高 鹿屋高 鹿児島高 鹿児島高

中学･高校･一般 杉田　望美(2)  2:26.51 松本　七虹(1)  2:30.11 前田　歩香(2)  2:30.54 戸島　菜月(2)  2:30.83 中村　碧(1)  2:35.45 西薗　幸音(2)  2:35.50 小村　茉友子(2)  2:37.82 牛之濵ひかり(2)  2:46.35
800m 早稲田大 川内高 川内北中 川内高 川内中央中 川内北中 川内中央中 川内北中

高校･一般 中釜　佐和子(2)  1:02.64 浦村　星来(2)  1:04.37 竹原　由梨(2)  1:06.11 高橋　菜々(2)  1:07.62 吉海　菜々子(2)  1:12.18 神窪　愛(1)  1:13.59 野上　夏輝(1)  1:13.66
400mH 鹿児島･鹿児島高 鹿児島･鹿児島高 岡　山･早稲田大 鹿児島･出水高 鹿児島･出水高 鹿児島･鹿児島高 鹿児島･鹿児島高

共通4×100mR 鹿児島高 49.44 出水商高 51.12 出水高 51.23 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 51.50 川内高 52.10 川内北中 55.67 川内中央中 59.57
   原　璃音(2)    濵　綾(1)    脇田　真央梨(1)    嵜川　花楓(2)    中森　美紅(2)    田上　未空(2)    佐藤　優希奈(2)
   田中　亜季(1)    岩下　真理亜(2)    千年原　友香(2)    前田　光希(1)    大丸　佳那子(1)    恋塚　はづき(2)    吉原　明音(2)
   中釜　佐和子(2)    井上　麗華(1)    高橋　菜々(2)    前原　あゆみ(2)    落口　七海(2)    亀崎　晴香(1)    森山　恭子(1)
   宮下　友希(1)    大林　真弥(2)    前原　めぐみ(1)    植村　友美(3)    大谷　奈々子(1)    東瀬戸　愛(2)    濵田　風希(1)

高校･一般 梶原　日菜(2) 1m45 西岡　莉緒(1) 1m35
走高跳 甲南高 川薩清修館高

高校･一般 内之倉　由美(3)   5m53 南野　智美(3)   5m30 田中　亜季(1)   5m08 中森　美紅(2)   4m98 原田　里加(1)   4m97 千年原　友香(2)   4m96 濵　綾(1)   4m07 飯山　未来(2)   4m00
走幅跳 鹿児島･甲南高 山　口･西京高 鹿児島･鹿児島高 鹿児島･川内高 鹿児島･甲南高 鹿児島･出水高 鹿児島･出水商高 鹿児島･鹿児島高
一般 中澤　希緒(2)  11m65

三段跳 埼　玉･早稲田大


