
第61回　鹿児島県高等学校新人陸上競技大会 決 勝 一 覧 表 ブロック名 鹿児島

第35回　全九州高等学校新人陸上競技大会予選会 平成29年9月14日(木)～9月16日(土) 　：　鹿児島県立鴨池陸上競技場

日付 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

女 9/15 100m 田畑　帆乃香(1) 12.37 幾　真希(1) 12.38 山﨑　千聖(1) 12.56 山下　永莉子(2) 12.73 中村　美咲(2) 12.85 嶋児　天音(1) 13.05 岡田　菜野(1) 13.17 崎田　みなみ(2) 13.18

子 風：+2.9 松陽高 鹿児島女高 鹿児島高 鹿児島高 鹿児島情報高 加治木高 川薩清修館高 種子島中央高

ト 9/16 200m 幾　真希(1) 25.57 田畑　帆乃香(1) 25.59 尾方　晴香(2) 25.80 平　菜里花(2) 26.68 宮下　香海(2) 26.94 岡田　菜野(1) 27.18 藏元　真理(2) 27.26 崎田　みなみ(2) 27.47

ラ 風：+4.5 鹿児島女高 松陽高 鹿児島高 松陽高 鹿児島高 川薩清修館高 武岡台高 種子島中央高

ッ 9/14 400m 尾方　晴香(2)  1:00.08 吉留　奈菜(2)  1:00.99 前原　あゆみ(2) 1:01.62 大西　智裕(2)  1:03.46 倉岡　萌々(2)  1:03.50 上坊　優奈(2)  1:03.78 池田　このみ(1)  1:04.04 堂下　つばさ(1)  1:06.00

ク 鹿児島高 鹿児島高 出水高 川内高 鹿屋高 明桜館高 鹿児島女高 鹿児島南高

9/16 800m 宮田　梨奈(2)  2:23.71 河野　萌衣(1)  2:24.47 森　楓花(1)  2:24.96 米澤　杏樹(1)  2:25.72 石神　日菜美(2) 2:26.07 中村　碧(1)  2:31.78 下窪　優真(2)  2:34.06 中村　彩乃(1)  2:39.20

鹿児島女高 樟南高 樟南高 出水中央高 鹿児島高 鹿児島女高 鹿児島南高 鹿児島高

9/14 1500m 原田　まつり(2) 4:35.95 宮田　梨奈(2)  4:36.39 古川　結美(1)  4:38.99 立迫　望美(1)  4:48.35 中　夢子(2)  4:51.63 大曲　由真(2)  4:51.92 竹下　鈴奈(2)  4:53.71 堀口　ゆず(1)  4:54.71

樟南高 鹿児島女高 樟南高 国分中央高 鳳凰高 出水中央高 鳳凰高 鹿児島女高

9/16 3000m 原田　まつり(2)  9:56.78 德田　優里海(2) 10:05.91 立迫　望美(1) 10:07.45 尾方　星華(2) 10:08.36 立迫　美紀(2) 10:21.48 坂元　美羽(2) 10:25.68 中　夢子(2) 10:26.74 湯元　七海(1) 10:35.93

樟南高 出水中央高 国分中央高 樟南高 鹿児島女高 鳳凰高 鳳凰高 出水中央高

9/14 100mH 冨永　莉沙(2) 15.16 松澤　李夏(1) 15.32 谷口　華奈子(2) 15.63 林　那奈美(2) 15.63 野平　まどか(2) 15.78 上荒磯　真菜(1) 15.91 中森　笑弥楽(1) 16.02 田添　有華(2) 16.36

風：+0.0 鹿児島高 鹿児島高 伊集院高 国分中央高 種子島中央高 松陽高 鹿児島女高 種子島高

9/15 400mH 冨永　莉沙(2)  1:06.53 吉留　奈菜(2)  1:08.27 永田　敦美(2)  1:08.71 上荒磯　真菜(1) 1:10.11 廣森　愛乃(2)  1:10.56 中森　笑弥楽(1) 1:10.91 田添　有華(2)  1:13.17 倉岡　萌々(2)  1:14.74

鹿児島高 鹿児島高 川内高 松陽高 鹿児島女高 鹿児島女高 種子島高 鹿屋高

9/14 5000mW 森山　奈緒子(2)27:02.72 大山　めい(2) 28:51.14 三角　彩水(2) 29:03.82 竹下　鈴奈(2) 31:15.24

鹿児島南高 鳳凰高 屋久島高 鳳凰高

9/14 4×100m 鹿児島高 48.54 松陽高 49.90 鹿児島女高 50.70 鹿児島情報高 51.10 加治木高 51.94 川内高 52.33 鹿児島南高 52.83 伊集院高 52.90

  山下　永莉子(2)   四元　眞夢(2)   下田　稚奈(1)   中村　美咲(2)   牧野　莉子(2)   田上　未空(2)   堂下　つばさ(1)   山口　日菜(2)

  尾方　晴香(2)   田畑　帆乃香(1)   幾　真希(1)   折尾　夏海(2)   時任　藍(2)   堀口　夢花(2)   安栖　真衣香(2)   栗野　由梨(2)

  宮下　香海(2)   若吉　真帆(1)   塗木　さくら(1)   中村　優希(2)   山之内　ひかり(1)   永田　敦美(2)   萩原　莉子(2)   谷口　華奈子(2)

  山﨑　千聖(1)   平　菜里花(2)   廣森　愛乃(2)   小倉　もも(1)   嶋児　天音(1)   大西　智裕(2)   上原　遥(1)   亀元　絵里香(2)

9/16 4×400m 鹿児島高  4:07.18 鹿児島女高  4:13.35 松陽高  4:13.59 川内高  4:15.52 鹿屋高  4:23.42 鹿児島南高  4:23.43 鹿児島情報高  4:24.06 加治木高  4:25.26

  吉留　奈菜(2)   中森　笑弥楽(1)   若吉　真帆(1)   松本　朝夏(2)   忽那　優花(2)   堂下　つばさ(1)   新納　有稀(1)   山之内　ひかり(1)

  冨永　莉沙(2)   池田　このみ(1)   平　菜里花(2)   堀口　夢花(2)   倉岡　萌々(2)   安栖　真衣香(2)   折尾　夏海(2)   嶋児　天音(1)

  桃北　もも(1)   宮田　梨奈(2)   林　愛(1)   大西　智裕(2)   草野　莉子(2)   萩原　莉子(2)   中村　美咲(2)   時任　藍(2)

  尾方　晴香(2)   幾　真希(1)   田畑　帆乃香(1)   永田　敦美(2)   奥村　奈桜(1)   上原　遥(1)   小倉　もも(1)   上野　明日香(2)

女 9/14 走高跳 萩原　莉子(2) 1m56 永井　栞(2) 1m56 小野　愛那(2) 1m53 大見謝　那椿子(1) 1m50 入尾野　朔良(1) 1m45 有木　美桜(1) 1m40 藤井　夏妃(1) 1m40 田中　由香李(2) 1m40

子 鹿児島南高 国分中央高 川内高 川内高 出水高 武岡台高 甲南高 鹿児島女高

フ 9/15 棒高跳 山口　華怜(2) 3m00 義　莉奈(2) 2m30 前田　光希(1) 2m30

ィ 鹿屋高　　　NGR NPR NPH 徳之島高 EGR 鹿児島高 EGR

｜ 9/15 走幅跳 林　那奈美(2) 5m64 松澤　李夏(1) 5m49 安栖　真衣香(2) 5m15 嶋田　真緒(1) 5m11 加藤　栞(2) 5m00 冨満　朝夏(1) 4m97 黒木　美有(2) 4m92 松元　美樹(1) 4m78

ル 国分中央高 +1.6 鹿児島高 +1.5 鹿児島南高 +2.5 出水商高 +1.5 国分中央高 +1.0 鹿児島女高 +2.2 串良商高 +1.1 甲南高 +1.5 

ド 9/16 三段跳 山下　永莉子(2) 11m28 安栖　真衣香(2) 10m95 黒木　美有(2) 10m85 勘場　優里菜(2) 10m71 加藤　栞(2) 10m46 末吉　瑠渚(1) 10m26 神村　茉綸(2) 9m86 冨満　朝夏(1) 9m81

鹿児島高 +1.9 NGR 鹿児島南高 +1.3 串良商高 +2.3 国分中央高 +3.1 国分中央高 +1.7 松陽高 +2.7 種子島中央高 +2.8 鹿児島女高 +1.8 

9/16 砲丸投 福留　よしの(2)   9m96 小松原　未海(1)   9m35 宮脇　椋子(2)   9m13 東郷　杏虹(1)   9m02 川内田　怜美(2)   8m33 川畑　衣璃(1)   8m28 髙橋　杏奈(1)   7m70 石丸　若奈(1)   7m62

鹿児島女高 出水商高 国分中央高 鹿児島女高 種子島中央高 沖永良部高 鹿児島南高 松陽高

9/15 円盤投 山元　祐季(2)  30m48 小松原　未海(1)  28m60 平　愛梨(2)  28m01 宮脇　椋子(2)  26m90 山﨑　瑛(2)  24m64 矢田　颯希(1)  23m84 是枝　理子(1)  23m67 草野　莉子(2)  22m34

鹿児島女高 出水商高 川内高 国分中央高 鹿児島南高 錦江湾高 加治木高 鹿屋高

9/14 ハンマー投 平　愛梨(2)  39m92 山﨑　瑛(2)  37m64 髙橋　杏奈(1)  32m20 有上　茉那(1)  31m95 川内田　怜美(2)  27m85 川畑　衣璃(1)  24m91 福留　よしの(2)  24m86 山元　萌華(2)  20m25

川内高 NGR 鹿児島南高 NGR 鹿児島南高 NGR 鹿児島水産高 NGR 種子島中央高 沖永良部高 鹿児島女高 鹿児島女高

9/14 やり投 山元　祐季(2)  45m01 平山　あかり(1)  35m70 久保田　さくら(2)  34m99 草野　莉子(2)  32m65 嶽　綾香(2)  30m27 沖西　琉樺(1)  28m97 四元　眞夢(2)  27m22 西村　実佑(2)  24m80

鹿児島女高 NGR 鳳凰高 国分中央高 鹿屋高 伊集院高 明桜館高 松陽高 武岡台高

女 9/15 七種総合得点 北村　杏理(2)  3737 野平　まどか(2)  3677 四元　眞夢(2)  3601 中村　優希(2)  3253 塗木　さくら(1)  3104 大見謝　那椿子(1)  2714 楠元　莉瑚(2)  2480 赤池　明希子(1)  2072

子 9/16 大島高 種子島中央高 松陽高 鹿児島情報高 鹿児島女高 川内高 鹿児島女高 鹿児島高
混 100mH-HJ-SP-200m 16.25/+3.0-1m42-7m26-27.38/+2.8 16.20/+1.3-1m39-6m71-27.57/+3.7 16.13/+1.3-1m30-8m03-27.16/+3.7 17.78/+3.0-1m33-7m10-27.85/+2.8 16.59/+1.3-1m36-5m40-28.05/+3.7 20.11/+3.0-1m42-6m38-29.97/+2.8 20.19/+1.3-1m15-5m03-27.98/+2.8 20.63/+1.3-1m20-6m70-29.96/+2.8

成 LJ-JT-800m 4m60/+3.2-30m23-2:41.93 4m98/-0.1-25m18-2:40.81 4m49/+1.7-29m67-2:46.71 4m74/+2.0-27m73-2:56.81 4m54/+4.5-16m55-2:49.66 4m09/+2.9-22m25-2:51.56 4m19/+1.9-13m10-2:40.19 3m72/+1.7-12m41-3:05.99

総合 鹿児島高 75点 鹿児島女高 61点 国分中央高 39点 鹿児島南高 33点 松陽高 32点 川内高 29点 樟南高 28点 鳳凰高 16点

トラック 鹿児島高 60点 鹿児島女高 37点 樟南高 28点 松陽高 27点 鳳凰高 11点 川内高 11点 国分中央高 10点 出水中央高 9点

フィールド 国分中央高 29点 鹿児島南高 26点 鹿児島女高 24点 川内高 18点 鹿児島高 15点 出水商高 13点 鹿屋高 9点 種子島中央高 9点

【NGR：大会新記録　NPR：県高校新記録　NPH：県新記録】

主催：鹿児島県高等学校体育連盟・鹿児島陸上競技協会

記録主任：中江　寿孝　　総務：田代　春樹　　審判長：東村　光弘

学校対抗

予選会の校数・人数 日付 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速
9月14日 12:00 曇り 29.3℃ 55% 東 0.8m/s

参加校数 52 9月15日 12:00 雨 24.5℃ 83% 南西 2.8m/s
参加人数 338 9月16日 12:00 曇り 26.5℃ 66% 北北東 5.0m/s


