
 男子100m
審 判 長：松村　勲

記録主任：山路　謙成

6月29日 10:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 (風:0.0) 2組 (風:+0.5)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶﾀ ﾕｳｽｹ 鹿児島 ｼﾓｾ ﾀﾞｲﾁ 鹿児島

1 6 702 佐方　優介(5) 鹿児島高専 11.37 1 8 163 下世　大治(3) 鹿大医歯学陸上部 11.88

ﾖｺﾀ ｼﾝｾｲ 鹿児島 ｱﾕｶﾜ ｼｭﾝｼﾞ 鹿児島

2 7 11 横田　心晟 Babbino　Compare 11.43 2 6 703 鮎川　隼治(5) 鹿児島高専 11.91

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 鹿児島 ﾎｳﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 鹿児島

3 5 349 山口　洋輝(M1) 鹿屋体育大学 11.46 3 4 621 寳來　鷹大(3) 鹿児島高専 12.08

ﾎﾝﾏ ﾘｮｳｲﾁ 和歌山 ﾐﾂﾄﾞﾒ ﾋｶﾙ 鹿児島

4 4 950 本間　諒一(1) 鹿屋体育大学 11.52 4 5 133 滿留　輝 鹿児島陸協 12.13

ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ 鹿児島 ｺﾀｹﾔﾏ ﾀｸﾐ 鹿児島

5 3 704 池田　悠馬(5) 鹿児島高専 11.53 5 7 619 小竹山　拓望(3) 鹿児島高専 12.65

ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ 鹿児島 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞｷ 鹿児島

6 8 611 林　凌平(2) 鹿児島大学 11.70 3 283 吉岡　一樹 ＮＴＣ DNS

3組 (風:+1.2) 4組 (風:+2.0)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ 鹿児島 ﾌｸﾅｶﾞ ｾｲﾉｽｹ 鹿児島

1 6 470 吉元　裕翔(1) 鹿大医歯学陸上部 12.53 1 7 377 福永　誠之助(3) 鹿屋体育大学 10.87

ﾐﾔｺﾞｴ ｶｲ 鹿児島 ﾎﾘｲ ﾅｵｷ 富　山

2 5 707 宮越　海(4) 鹿児島高専 13.28 2 4 937 堀井　直樹(3) 鹿屋体育大学 11.13

ﾏｷ ﾖｳｲﾁ 鹿児島 ﾆﾀ ﾖｼﾋﾛ 長　崎

3 3 416 牧　陽一 NIFS SC 13.98 3 5 946 二田　義大(1) 鹿屋体育大学 11.26

ﾓﾘｷ ﾀｶｼ 鹿児島 ﾋﾗﾀ ﾄｼﾕｷ 鹿児島

4 7 378 森木　隆 NIFS SC 14.61 4 2 14 平田　俊幸 Babbino　Compare 11.31

ｼﾊﾞﾀ ｻﾄｼ 鹿児島 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾖｱｷ 広　島

5 8 379 柴田　智 NIFS SC 14.86 5 3 379 松下　豊顕(3) 鹿屋体育大学 11.38

ﾅｶﾞｴ ｹﾝﾀﾛｳ 鹿児島 ｺﾞﾄｳ ﾚｵｷ 北海道

4 157 永江　健太郎(5) 鹿大医歯学陸上部 DNS 6 6 943 後藤　玲於輝(1) 鹿屋体育大学 11.84

5組 (風:+0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾄﾐ　ﾀｲｶﾞ 宮　崎

1 5 44 名富　大峨(3) 宮崎大学 11.24

ｳﾁﾀﾞ　ﾀﾞｲｽｹ 鹿児島

2 6 227 内田　大介 KAC 11.47

ﾊﾔｼ ﾏｻﾄｼ 埼　玉

3 4 375 林　正俊(3) 鹿屋体育大学 11.79

ｶﾄﾞｶﾜ　ｺｳﾔ 宮　崎

4 3 485 門川　航也 宮崎国際大学 11.92

ﾑﾗﾊｼ　ｻﾄﾙ 鹿児島

5 7 672 村橋　暁 鹿児島大学 12.03

ﾜｶｽｷﾞ　ｺｳﾍｲ 鹿児島

6 8 293 若杉　康平 鹿児島陸協 12.32

ﾓﾁｲ　ｼｮｳﾀ 鹿児島

7 2 190 餅井　祥太 鹿児島陸協 12.38

@S@T@A@R@T@永原 隆@S@T@A@R@T@



 男子100m2次
審 判 長：松村　勲

記録主任：山路　謙成

6月29日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+1.1) 2組 (風:+2.7)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 鹿児島 ﾅﾄﾐ　ﾀｲｶﾞ 宮　崎

1 3 349 山口　洋輝(M1) 鹿屋体育大学 11.45 1 5 44 名富　大峨(3) 宮崎大学 11.13

ﾎﾝﾏ ﾘｮｳｲﾁ 和歌山 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾖｱｷ 広　島

2 4 950 本間　諒一(1) 鹿屋体育大学 11.48 2 8 379 松下　豊顕(3) 鹿屋体育大学 11.42

ﾆﾀ ﾖｼﾋﾛ 長　崎 ｺﾞﾄｳ ﾚｵｷ 北海道

3 8 946 二田　義大(1) 鹿屋体育大学 11.51 3 3 943 後藤　玲於輝(1) 鹿屋体育大学 11.94

ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ 鹿児島 ﾎｳﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 鹿児島

4 7 611 林　凌平(2) 鹿児島大学 11.72 4 6 621 寳來　鷹大(3) 鹿児島高専 12.06

ﾜｶｽｷﾞ　ｺｳﾍｲ 鹿児島 ﾑﾗﾊｼ　ｻﾄﾙ 鹿児島

5 5 293 若杉　康平 鹿児島陸協 12.30 5 7 672 村橋　暁 鹿児島大学 12.11

ﾋﾗﾀ ﾄｼﾕｷ 鹿児島 ｶﾄﾞｶﾜ　ｺｳﾔ 宮　崎

6 14 平田　俊幸 Babbino　Compare DNS 6 4 485 門川　航也 宮崎国際大学 12.13

3組 (風:+1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾁﾀﾞ　ﾀﾞｲｽｹ 鹿児島

1 7 227 内田　大介 KAC 11.59

ｻｶﾀ ﾕｳｽｹ 鹿児島

2 6 702 佐方　優介(5) 鹿児島高専 11.65

ｼﾓｾ ﾀﾞｲﾁ 鹿児島

3 4 163 下世　大治(3) 鹿大医歯学陸上部 11.92

ﾓﾁｲ　ｼｮｳﾀ 鹿児島

4 3 190 餅井　祥太 鹿児島陸協 12.50

ｺﾀｹﾔﾏ ﾀｸﾐ 鹿児島

5 5 619 小竹山　拓望(3) 鹿児島高専 12.72

ﾅｶﾞｴ ｹﾝﾀﾛｳ 鹿児島

6 8 157 永江　健太郎(5) 鹿大医歯学陸上部 12.84

@S@T@A@R@T@永原 隆@S@T@A@R@T@



 男子200m
審 判 長：松村　勲

記録主任：山路　謙成

6月29日 14:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+0.5) 2組 (風:+1.6)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｺﾀ ｼﾝｾｲ 鹿児島 ﾎﾘｲ ﾅｵｷ 富　山

1 3 11 横田　心晟 Babbino　Compare 22.62 1 4 937 堀井　直樹(3) 鹿屋体育大学 22.89

ｻｶﾀ ﾕｳｽｹ 鹿児島 ﾜｶｽｷﾞ　ｺｳﾍｲ 鹿児島

2 5 702 佐方　優介(5) 鹿児島高専 22.97 2 5 293 若杉　康平 鹿児島陸協 25.06

ﾎﾝﾏ ﾘｮｳｲﾁ 和歌山

3 6 950 本間　諒一(1) 鹿屋体育大学 23.22

ｱﾕｶﾜ ｼｭﾝｼﾞ 鹿児島

4 7 703 鮎川　隼治(5) 鹿児島高専 24.38

ﾎｳﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 鹿児島

5 2 621 寳來　鷹大(3) 鹿児島高専 24.81

ｺﾀｹﾔﾏ ﾀｸﾐ 鹿児島

6 1 619 小竹山　拓望(3) 鹿児島高専 25.67

ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ 鹿児島

4 704 池田　悠馬(5) 鹿児島高専 DNS

ｼﾓｾ ﾀﾞｲﾁ 鹿児島

8 163 下世　大治(3) 鹿大医歯学陸上部 DNS

 男子400m
審 判 長：松村　勲

記録主任：山路　謙成

6月29日 12:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 和歌山

1 4 370 小林　拓矢(3) 鹿屋体育大学 51.88

ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ 鹿児島

2 5 704 池田　悠馬(5) 鹿児島高専 52.25

ｱﾕｶﾜ ｼｭﾝｼﾞ 鹿児島

3 6 703 鮎川　隼治(5) 鹿児島高専 54.39

ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾉﾌﾞ 鹿児島

4 3 468 窪田　博信 NIFS SC 1:43.10

@S@T@A@R@T@永原 隆@S@T@A@R@T@

@S@T@A@R@T@永原 隆@S@T@A@R@T@



 男子800m
審 判 長：松村　勲

記録主任：山路　謙成

6月29日 11:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾉ ﾋﾛｱｷ 鹿児島

1 5 282 中野　弘章 ＮＴＣ 2:00.19

 男子1500m
審 判 長：松村　勲

記録主任：山路　謙成

6月29日 13:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾗｻﾞｷ ﾀﾂﾄ 福　岡

1 4 395 楢崎　辰登(2) 鹿屋体育大学 4:00.15

ﾅｶﾉ ﾋﾛｱｷ 鹿児島

2 5 282 中野　弘章 ＮＴＣ 4:07.52

ﾆｼﾑﾗ ﾌﾐﾔ 鹿児島

3 2 623 西村　郁哉(2) 鹿児島高専 4:15.94

ﾀｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 熊　本

4 1 372 田口　哲也(3) 鹿屋体育大学 4:26.00

ﾁｬｴﾝ ｺｳﾍｲ 鹿児島

5 6 164 茶圓　晃平(2) 鹿大医歯学陸上部 5:17.32

ｵｵｼｹﾞ ﾀｸﾐ 鹿児島

3 706 大重　拓海(4) 鹿児島高専 DNS

 男子5000m
審 判 長：松村　勲

記録主任：山路　謙成

6月29日 11:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｼｹﾞ ﾀｸﾐ 鹿児島

1 1 706 大重　拓海(4) 鹿児島高専 15:28.55

@S@T@A@R@T@永原 隆@S@T@A@R@T@

@S@T@A@R@T@永原 隆@S@T@A@R@T@

@S@T@A@R@T@永原 隆@S@T@A@R@T@



 男子10000m
審 判 長：松村　勲

記録主任：山路　謙成

6月29日 14:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾄ 福　岡

1 3024 山本　嵩人 福岡陸協

 男子110mH(1.067m)
審 判 長：松村　勲

記録主任：山路　謙成

6月29日 10:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｶﾞ ﾘｮｳﾔ 長　崎

1 4 386 大賀　亮也(2) 鹿屋体育大学 17.43

 男子400mH(0.914m)
審 判 長：松村　勲

記録主任：山路　謙成

6月29日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

ｲﾜﾀ ｺｳｽｹ 鹿児島

4 154 岩田　航右(5) 鹿大医歯学陸上部

ﾖｼﾉ ｺｳｲﾁ 福　岡

5 362 吉野　浩一(4) 鹿屋体育大学

6

7

8

記録

記録

@S@T@A@R@T@永原 隆@S@T@A@R@T@

@S@T@A@R@T@永原 隆@S@T@A@R@T@

@S@T@A@R@T@永原 隆@S@T@A@R@T@


