
 ２０１６　 都城市夏季陸上競技記録会
 期日:2016年8月20日  記録表 (男子・決勝)
 競技会場:都城運動公園陸上競技場
 月日  種目  組  風  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録

 8/20  小学男子
 100m

 1  -0.7  1  高野  将英(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"7  2  福留    響(3)  都城ｱｽﾘｰﾄ  17"3  3  菊地  未路(3)  都城ｱｽﾘｰﾄ  17"4  4  岩満  柊希(2)  都城ｱｽﾘｰﾄ  20"0

 5  黒松  涼真(2)  都城ｱｽﾘｰﾄ  22"3  6  中西  龍輝(3)  都城ｱｽﾘｰﾄ  22"6

 2  -3.0  1  髙野  友佑(4)  三股ｼﾞｭﾆｱ  18"3  2  畠中    優(4)  三股ｼﾞｭﾆｱ  18"5  3  竹脇  優晴(3)  三股ｼﾞｭﾆｱ  19"4  4  山内  陽歩(3)  三股ｼﾞｭﾆｱ  20"4

 5  和田  響己(2)  三股ｼﾞｭﾆｱ  20"7  6  後藤  大雅(3)  三股ｼﾞｭﾆｱ  21"3

 3  -1.2  1  竹脇  優輝(5)  三股ｼﾞｭﾆｱ  17"1  2  中西  泰誠(3)  三股ｼﾞｭﾆｱ  17"9  3  泉    暁瑠(4)  都城ｱｽﾘｰﾄ  18"4  4  藤森    駿(3)  都城ｱｽﾘｰﾄ  18"5

 5  真方  海晴(4)  都城ｱｽﾘｰﾄ  18"7  6  黒木  瑛翔(5)  三股ｼﾞｭﾆｱ  18"7

 4  -2.0  1  田代    光(6)  三股ｼﾞｭﾆｱ  16"5  2  山内  樹歩(5)  三股ｼﾞｭﾆｱ  17"3  3  桒畑  大地(6)  三股ｼﾞｭﾆｱ  17"4  4  富森  陽音(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  17"5

 5  真方  波輝(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  17"7  6  神之門太志(5)  三股ｼﾞｭﾆｱ  19"4

 5  -0.9  1  中西仁之介(5)  三股ｼﾞｭﾆｱ  15"7  2  菊池蒼一郎(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"1  3  正市園駿斗(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"2  4  大嶋  康生(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"3

 5  吉行  美翔(4)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"5  6  外野  翔真(5)  三股ｼﾞｭﾆｱ  17"8

 6  -0.4  1  中村  海渡(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  14"8  2  黒木    心(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  15"5  3  柳田  光希(6)  三股西陸上  15"7  4  待木  勇人(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"1

 5  日髙  瑞大(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"5  6  東    藍丸(6)  三股ｼﾞｭﾆｱ  16"6

 8/20
 1000m

 1  1  吉川  賢心(6)  三股ｼﾞｭﾆｱ  3'32"0  2  山之内遼介(5)  三股ｼﾞｭﾆｱ  3'32"7  3  田代    光(6)  三股ｼﾞｭﾆｱ  3'34"3  4  榎木凜太朗(5)  宮崎ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ  3'34"5

 5  竹脇  優輝(5)  三股ｼﾞｭﾆｱ  3'42"9  6  東    桜明(3)  三股ｼﾞｭﾆｱ  3'54"9  7  中西仁之介(5)  三股ｼﾞｭﾆｱ  3'57"8  8  桒畑  大地(6)  三股ｼﾞｭﾆｱ  3'58"4

 9  東    藍丸(6)  三股ｼﾞｭﾆｱ  4'10"6  10  畠中    優(4)  三股ｼﾞｭﾆｱ  4'12"2  11  髙野  友佑(4)  三股ｼﾞｭﾆｱ  4'24"3  12  吉川  飛向(4)  三股ｼﾞｭﾆｱ  4'26"2

 13  竹脇  優晴(3)  三股ｼﾞｭﾆｱ  4'30"4  14  清水  隆盛(3)  三股ｼﾞｭﾆｱ  4'41"1  15  莫根    善(4)  三股ｼﾞｭﾆｱ  4'41"1  16  神之門太志(5)  三股ｼﾞｭﾆｱ  4'55"0

 17  後藤  大雅(3)  三股ｼﾞｭﾆｱ  4'57"9

 8/20

 4x100mR

 1  1  都城ｱｽﾘｰﾄ

 待木  勇人(6)
 黒木    心(5)

 日髙  瑞大(5)
 中村  海渡(6)

 1'01"4  2  都城ｱｽﾘｰﾄB

 正市園駿斗(5)
 高野  将英(6)

 菊池蒼一郎(5)
 大嶋  康生(5)

 1'03"7  3  三股ｼﾞｭﾆｱ

 田代    光(6)
 吉川  賢心(6)
 東    藍丸(6)

 桒畑  大地(6)

 1'04"6  4  三股ｼﾞｭﾆｱB

 竹脇  優輝(5)
 中西仁之介(5)
 外野  翔真(5)

 山之内遼介(5)

 1'05"1

 5  都城ｱｽﾘｰﾄC

 吉行  美翔(4)
 富森  陽音(5)
 泉    暁瑠(4)

 真方  波輝(6)

 1'08"1  6  都城ｱｽﾘｰﾄE

 岩満  柊希(2)
 藤森    駿(3)
 福留    響(3)

 菊地  未路(3)

 1'10"5

 8/20  男子
 100m

 1  -0.5  1  大薗  泰成(2)  都城工高  12"3  2  宮田  宏人(2)  都城工高  12"4  3  前畑  卓志(1)  都城工高  12"5  4  増田真之介(1)  都城工高  12"5

 5  吉田  聖健(1)  都城市陸協  12"8  6  山下  英之(1)  都城工高  13"5

 2  -0.2  1  石元  達朗(1)  祝吉中  14"8  2  吉田  椋翔(1)  庄内中  16"7  3  川端  公義(1)  姫城中  16"9  4  吉國  誠高(1)  祝吉中  18"4

 3  -1.7  1  矢野  隼司(1)  祝吉中  13"4  2  吉元  優磨(1)  祝吉中  14"3  3  寺園  健二(2)  五十市中  15"0  4  福本  怜旺(1)  姫城中  15"1

 5  宝満  修斗(2)  姫城中  15"4  6  廣池  智哉(2)  姫城中  15"7

 4  -0.9  1  星田  大地(1)  小松原中  13"3  2  中武    剛(1)  都城ｱｽﾘｰﾄ  13"8  3  野元小太郎(2)  姫城中  13"9  4  西添  雅也(1)  都城ｱｽﾘｰﾄ  14"2

 5  大坪  龍輝(1)  祝吉中  14"3  6  末原  大輔(2)  沖水中  14"7

 5  -1.2  1  井上  結和(2)  沖水中  12"7  2  杉木  奏人(2)  五十市中  12"8  3  穂屋下光星(2)  小松原中  13"0  4  二見  皇輝(2)  祝吉中  13"3

 5  伊地知見徳(1)  祝吉中  13"3  6  大牟田喬介(2)  五十市中  13"7  7  西川  道雄  都城ｱｽﾘｰﾄ  14"3

 8/20
 400m

 1  1  枦山  凌士(2)  都城工高  55"6  2  堀    幸希(2)  都城工高  1'00"5  3  大渡  幸太(1)  都城市陸協  1'02"2  4  瀨戸口魁世(1)  祝吉中  1'09"3

 1/4



 ２０１６　 都城市夏季陸上競技記録会
 期日:2016年8月20日  記録表 (男子・決勝)
 競技会場:都城運動公園陸上競技場
 月日  種目  組  風  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録

 8/20  男子
 400m

 1  5  鮫島  大輝(1)  祝吉中  1'15"5  6  吉田  椋翔(1)  庄内中  1'21"4

 2  1  高橋  義知(1)  崇城大  56"3  2  杉木  奏人(2)  五十市中  59"1  3  三島  孝広(3)  都城きりしま  59"4  4  関之尾侃哉(3)  庄内中  1'00"8

 5  德丸  稜大(2)  小松原中  1'10"4  6  和田  朋也(2)  都城きりしま  1'13"7

 8/20
 1500m

 1  1  三島  孝広(3)  都城きりしま  4'47"5  2  飯干  凌成(1)  祝吉中  4'51"1  3  安丸  颯太(1)  祝吉中  4'51"1  4  森岡  翔汰(1)  都城市陸協  4'58"4

 5  上別府貴一(1)  都城市陸協  5'02"6  6  長倉  大祐(2)  祝吉中  5'11"2  7  清水  奏生(2)  五十市中  5'12"1  8  徳丸虎之助(1)  五十市中  5'17"8

 9  関之尾侃哉(3)  庄内中  5'24"7  10  日高  優樹(2)  都城きりしま  5'35"1  11  神崎  悠大(2)  五十市中  5'35"1  12  新留  聖良(2)  五十市中  5'45"0

 13  大野  希空(1)  祝吉中  5'46"4  14  西田  光希(2)  祝吉中  5'55"4  15  大矢  陽登(1)  祝吉中  5'57"8  16  横山    翼(1)  祝吉中  6'02"7

 17  天神  亮雅(1)  祝吉中  6'21"0  18  福滿  隆美(1)  庄内中  6'31"5  19  福田  颯真(1)  姫城中  6'36"9  20  野田  幸一(2)  都城きりしま  6'44"8

 8/20
 3000m

 1  1  川越  隆暉  京セラ鹿児島  9'58"3  2  東    勝三  都城市陸協  10'14"8  3  小中野勇飛(2)  祝吉中  11'49"8

 8/20

 4x100mR

 1  1  都城工高

 宮田  宏人(2)
 今山  正人(2)
 大薗  泰成(2)
 枦山  凌士(2)

 46"3  2  都城工高B

 山下  英之(1)
 堀    幸希(2)

 前畑  卓志(1)
 藤原  優哉(1)

 50"0  3  五十市中

 徳丸虎之助(1)
 杉木  奏人(2)
 清水  奏生(2)

 大牟田喬介(2)

 51"8  4  祝吉中

 矢野  隼司(1)
 伊地知見徳(1)
 大坪  龍輝(1)
 二見  皇輝(2)

 52"9

 5  祝吉中C

 長倉  大祐(2)
 飯干  凌成(1)
 安丸  颯太(1)

 小中野勇飛(2)

 56"7  6  姫城中

 廣池  智哉(2)
 福本  怜旺(1)
 宝満  修斗(2)

 野元小太郎(2)

 58"3  7  祝吉中B

 瀨戸口魁世(1)
 石元  達朗(1)
 吉國  誠高(1)
 吉元  優磨(1)

 1'01"8

 8/20  小学男子
 走幅跳

 1  1  田代    光(6)  三股ｼﾞｭﾆｱ  3m70
 -1.0

 2  日髙  瑞大(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  3m32
 -1.6

 8/20  男子
 走高跳

 1  1  今山  正人(2)  都城工高  1m55  2  大牟田喬介(2)  五十市中  1m35

 8/20
 走幅跳

 1  1  今山  正人(2)  都城工高  5m53
 -0.7

 2  藤原  優哉(1)  都城工高  4m92
 -1.9

 3  新留  聖良(2)  五十市中  4m23
 -1.4

 4  星田  大地(1)  小松原中  2m67
 -1.2

 8/20
 三段跳

 1  1  今山  正人(2)  都城工高  11m36
 -0.3

 8/20  中学男子
 砲丸投(5.0kg)

 1  1  穂屋下光星(2)  小松原中  8m65

 2/4



 ２０１６　 都城市夏季陸上競技記録会
 期日:2016年8月20日  記録表 (女子・決勝)
 競技会場:都城運動公園陸上競技場
 月日  種目  組  風  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録

 8/20  小学女子
 100m

 1  -1.1  1  小河  由奈(3)  都城ｱｽﾘｰﾄ  18"9  2  大山愛星琉(2)  都城ｱｽﾘｰﾄ  19"5  3  長倉  夏美(2)  都城ｱｽﾘｰﾄ  20"1  4  高野佑良々(2)  都城ｱｽﾘｰﾄ  20"4

 5  小河  夕莉(2)  都城ｱｽﾘｰﾄ  20"7  6  相星  心夢(2)  都城ｱｽﾘｰﾄ  23"6  7  黒松  琉菜(2)  都城ｱｽﾘｰﾄ  24"6

 2  -1.1  1  相星  来夢(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  18"1  2  岩井向日葵(3)  都城ｱｽﾘｰﾄ  18"5  3  桒畑  七海(4)  三股ｼﾞｭﾆｱ  18"6  4  上村  春乃(3)  三股ｼﾞｭﾆｱ  19"4

 5  河野百合子(4)  都城ｱｽﾘｰﾄ  20"7  6  福留  音々(3)  都城ｱｽﾘｰﾄ  20"8

 3  -1.5  1  林  悠莉彩(6)  三股ｼﾞｭﾆｱ  16"1  2  長倉  愛美(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  17"8  3  坂元  美咲(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  18"3  4  大村  琴音(3)  三股ｼﾞｭﾆｱ  18"7

 5  黒木  巴愛(3)  三股ｼﾞｭﾆｱ  19"2  6  松田  唯那(2)  三股ｼﾞｭﾆｱ  20"4

 4  -1.4  1  宮本  桃伽(4)  都城ｱｽﾘｰﾄ  17"3  2  西添  あみ(4)  都城ｱｽﾘｰﾄ  17"5  3  外野    凛(3)  三股ｼﾞｭﾆｱ  17"6  4  三城  愛梨(5)  三股ｼﾞｭﾆｱ  17"7

 5  溝添  來海(3)  三股ｼﾞｭﾆｱ  18"4  6  甲斐  桃香(4)  都城ｱｽﾘｰﾄ  18"6

 5  -1.3  1  大山愛心華(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"4  2  石元  結依(5)  三股ｼﾞｭﾆｱ  16"9  3  中別府  愛(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  17"1  4  柳田ひかり(5)  三股西陸上  17"2

 5  内倉  直子(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  17"3  6  古川  陽菜(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  17"8

 6  -1.2  1  宮迫  凜花(5)  三股ｼﾞｭﾆｱ  15"3  2  川内  彩菜(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  15"7  3  福田  由衣(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  15"8  4  外山  菜月(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  15"9

 5  木原  蒼生(5)  三股ｼﾞｭﾆｱ  16"0  6  本山美生羅(5)  三股ｼﾞｭﾆｱ  16"1

 8/20
 800m

 1  1  榎木  颯月(6)  宮崎ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ  2'45"2  2  三城  愛梨(5)  三股ｼﾞｭﾆｱ  2'53"1  3  木原  蒼生(5)  三股ｼﾞｭﾆｱ  3'00"1  4  宮迫  瑠菜(4)  三股ｼﾞｭﾆｱ  3'03"2

 5  児玉  和奏(6)  宮崎ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ  3'05"4  6  林  悠莉彩(6)  三股ｼﾞｭﾆｱ  3'09"1  7  本山美生羅(5)  三股ｼﾞｭﾆｱ  3'11"5  8  入口ゆきの(6)  三股駅伝ｸﾗﾌﾞ  3'18"6

 9  川内  彩菜(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  3'22"7  10  石元  結依(5)  三股ｼﾞｭﾆｱ  3'25"7  11  外野    凛(3)  三股ｼﾞｭﾆｱ  3'37"6  12  黒木  巴愛(3)  三股ｼﾞｭﾆｱ  3'39"5

 13  松田  唯那(2)  三股ｼﾞｭﾆｱ  3'41"6

 8/20

 4x100mR

 1  1  都城ｱｽﾘｰﾄ

 川内  彩菜(5)
 福田  由衣(6)
 外山  菜月(6)

 大山愛心華(5)

 1'01"6  2  三股ｼﾞｭﾆｱB

 本山美生羅(5)
 石元  結依(5)
 木原  蒼生(5)
 宮迫  凜花(5)

 1'03"7  3  三股ｼﾞｭﾆｱ

 林  悠莉彩(6)
 宮迫  瑠菜(4)
 桒畑  七海(4)
 三城  愛梨(5)

 1'07"5  4  都城ｱｽﾘｰﾄB

 宮本  桃伽(4)
 坂元  美咲(5)
 西添  あみ(4)
 中別府  愛(5)

 1'08"9

 5  都城ｱｽﾘｰﾄD

 大山愛星琉(2)
 岩井向日葵(3)
 長倉  夏美(2)
 小河  由奈(3)

 1'14"4  6  都城ｱｽﾘｰﾄC

 甲斐  桃香(4)
 長倉  愛美(5)
 相星  来夢(5)

 河野百合子(4)

 1'15"0  7  都城ｱｽﾘｰﾄE

 福留  音々(3)
 黒松  琉菜(2)
 小河  夕莉(2)
 相星  心夢(2)

 1'33"7

 8/20  女子
 100m

 1  -1.3  1  佐藤  真菜(2)  祝吉中  16"8  2  宮崎  絢音(1)  小松原中  16"8  3  中島緋香留(2)  五十市中  16"9  4  石灘    楽(1)  小松原中  16"9

 5  乙丸さくら(1)  庄内中  17"0  6  重満  智葉(2)  祝吉中  17"4

 2  -1.4  1  小村  千尋(1)  祝吉中  15"3  2  庭月野花音(1)  小松原中  15"6  3  庭月野天音(1)  小松原中  15"8  4  丸田  茉由(1)  小松原中  15"9

 5  脇田こころ(1)  祝吉中  16"2  6  安田  彩未(2)  祝吉中  16"5

 3  -1.5  1  山口  幸恵(2)  五十市中  15"3  2  河﨑    杏(2)  五十市中  15"4  3  岩本  采夏(1)  祝吉中  15"8  4  小坂  菜々(2)  祝吉中  15"8

 5  別府  美憂(2)  姫城中  16"0  6  石田希楽々(1)  五十市中  16"2

 4  -0.9  1  藤野  瑠花(2)  五十市中  14"7  2  竹迫  瑠衣(2)  五十市中  14"8  3  黒木  彩歌(2)  姫城中  15"1  4  森園  瑠香(2)  姫城中  15"1

 5  中尾  文香(2)  祝吉中  15"1

 5  -1.6  1  大山愛優菜(3)  都城ｱｽﾘｰﾄ  13"6  2  萱嶋  柚葉(1)  祝吉中  14"2  3  豊広杏美佳(1)  祝吉中  14"3  4  東  奈菜未(2)  庄内中  14"4

 5  立野  暖佳(2)  五十市中  14"8  6  竹之下結彩(1)  祝吉中  15"0

 8/20
 800m

 1  1  岩下  知仙(2)  都城工高  2'43"5  2  種子田歩凜(1)  五十市中  2'53"6  3  堀  亜衣菜(1)  五十市中  3'05"5  4  亀澤  真理(2)  都城きりしま  3'17"2

 3/4



 ２０１６　 都城市夏季陸上競技記録会
 期日:2016年8月20日  記録表 (女子・決勝)
 競技会場:都城運動公園陸上競技場
 月日  種目  組  風  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録

 8/20  女子
 800m

 1  5  木脇  綾心(1)  五十市中  3'21"7  6  津留  美咲(2)  都城きりしま  3'23"1  7  永﨑  涼香(2)  五十市中  3'31"2  8  中島緋香留(2)  五十市中  3'31"9

 9  吉田  早希(2)  庄内中  3'37"5  10  石田希楽々(1)  五十市中  3'52"5

 2  1  久保田  楓(2)  祝吉中  2'40"8  2  前田  梨沙(1)  小松原中  2'53"0  3  岩元  美帆(2)  姫城中  2'53"0  4  河野  美思(2)  沖水中  2'58"0

 5  石山  美羽(2)  沖水中  2'58"9  6  河﨑    杏(2)  五十市中  3'05"4  7  山下  夢凪(2)  五十市中  3'11"9  8  桑畑  凜子(2)  姫城中  3'12"3

 9  郷田  歩実(2)  姫城中  3'17"0  10  髙野  千悠(1)  五十市中  3'28"5

 8/20
 2000m

 1  1  久保田  楓(2)  祝吉中  7'27"4  2  黒木  李紅(2)  宮崎市陸協  7'52"3

 8/20

 4x100mR

 1  1  五十市中C

 石田希楽々(1)
 木脇  綾心(1)

 種子田歩凜(1)
 髙野  千悠(1)

 1'02"0  2  五十市中B

 堀  亜衣菜(1)
 永﨑  涼香(2)
 山下  夢凪(2)
 河﨑    杏(2)

 1'02"4

 2  1  祝吉中

 谷口日和子(2)
 萱嶋  柚葉(1)

 豊広杏美佳(1)
 中尾  文香(2)

 56"7  2  五十市中

 藤野  瑠花(2)
 竹迫  瑠衣(2)
 山口  幸恵(2)
 立野  暖佳(2)

 56"8  3  姫城中

 別府  美憂(2)
 森園  瑠香(2)
 岩元  美帆(2)
 黒木  彩歌(2)

 59"5  4  小松原中

 丸田  茉由(1)
 庭月野天音(1)
 髙山  杏子(1)

 庭月野花音(1)

 1'00"2

 5  庄内中

 乙丸さくら(1)
 東  奈菜未(2)
 竹内  花菜(1)
 吉田  早希(2)

 1'05"1

 8/20  小学女子
 走幅跳

 1  1  中別府  愛(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  3m32
 -0.9

 2  大山愛心華(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  3m02
 +0.0

 3  長倉  愛美(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  2m97
 -2.0

 4  宮本  桃伽(4)  都城ｱｽﾘｰﾄ  2m32
 +0.6

 8/20  女子
 走高跳

 1  1  永﨑  涼香(2)  五十市中  1m15

 8/20
 走幅跳

 1  1  萱嶋  柚葉(1)  祝吉中  4m25
 +0.0

 2  谷口日和子(2)  祝吉中  4m08
 -0.7

 3  佐藤  真菜(2)  祝吉中  3m65
 -0.5

 4  黒木  彩歌(2)  姫城中  3m46
 -0.7

 8/20  中学女子
 砲丸投(2.721kg)

 1  1  竹内  花菜(1)  庄内中  5m95

 8/20  高校・一般女子
 砲丸投(4.0kg)

 1  1  脇田みず紀(2)  聖ﾄﾞﾐﾆｺ高  7m71

 4/4


