
期日 平成27年5月24日（日）

会場 KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場

種目名 クラス名 選手名 所属名 記　録 風 摘要 備考

熊澤  典良 鹿児島 7.73 0.3 大会新

上村  春樹 都城 7.91 0.3 大会新

横山  陽一 延岡 8.22 0.8 大会新

牧    陽一 鹿児島 8.31 0.8 大会新

M60 田中  丈雄 鹿児島 8.65 0.8 大会新

日高  紀吉 東諸県 8.51 0.7 大会新

菊池  武彬 宮崎西 8.65 0.7 大会新

M80 泥谷  久光 児湯 9.13 1.1 大会新

M85 留野  重治 小林 10.50 1.1 県新・大会新

M35 早崎  達也 宮崎南 11.80 0 大会新

熊澤  典良 鹿児島 12..27 0 大会新

上村  春樹 都城 12.36 0 大会新

横山  陽一 延岡 12.85 0 大会新

牧    陽一 鹿児島 13.42 0 大会新

中島  克彦 日向 13.85 0 大会新

日高  紀吉 東諸県 13.93 -0.8 大会新

菊池  武彬 宮崎西 13.96 -0.8 大会新

M75 柄本    武 児湯 15.00 -0.8 大会新

M85 留野  重治 小林 17.40 -0.2 大会新

M35 早崎  達也 宮崎南 24.14 0 大会新

熊澤  典良 鹿児島 25.18 0 大会新

上村  春樹 都城 25.83 0 大会新

M75 柄本    武 児湯 31.12 0.5 大会新

永野  雄造 佐土原 1.14.84 大会新

斎藤  末男 西都 1.16.28 大会新

M55 吉峰  拓一 宮崎南 2.31.17 大会新

黒木  廣美 延岡 3.26.65 大会新

川添  時義 宮崎南 3.43.46 大会新

松山  一成 都城 4.07.52 大会新

1500m M75 川添  時義 宮崎南 7.33.09 大会新

3000m M60 上久保正巳 都城 11.01.70 大会新

M45 岩下  雅彦 東諸県 18.10.63 大会新

M50 清田  晃司 宮崎南 18.18.17 大会新

走高跳 M55 中山  貴明 宮崎北 1.25 大会ﾀｲ

棒高跳 M60 井上  和則 宮崎南 2.40 大会ﾀｲ

M45 水口  英行 宮崎北 4.70 1.6 大会新

M70 黒木  正建 児湯 3.52 1.2 大会新

三段跳 M60 井手下盛雄 鹿児島 10.21 1.6 大会新

M50 松元  博幸 佐土原 32.96 大会新

M65 鬼塚  修二 串間 31.05 大会新

60m W40 原田貴美子 宮崎南 8.74 0.5 県新・大会新

100m W60 藤井  恵子 鹿児島 15.13 -0.8 大会新

1500m W40 松田  規子 日向 5.39.91 大会新
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種目名 クラス名 選手名 所属名 記　録 風 摘要 備考
60m M35 早崎  達也 宮崎南 7.53 0.3 大会新（創設）
200m M85 留野  重治 小林 37.75 0.5 大会新（創設）
400m M75 柄本    武 児湯 1.16.54 大会新（創設）
800m M40 蒲生　英樹 三股 2.12.58 大会新（創設）

M80 井園九州男 佐土原 4.56.11 大会新（創設）
1500m M40 蒲生　英樹 三股 4.31.65 大会新（創設）

M65 中原　鉄矢 串間 6.35.67 大会新（創設）
M80 井園九州男 佐土原 9.59.94 大会新（創設）

3000m M40 蒲生　英樹 三股 9.38.89 大会新（創設）
M50 清田  晃司 宮崎南 10.54.35 大会新（創設）
M80 井園九州男 佐土原 22.27.54 大会新（創設）

5000m M30 東　　勝三 都城 16.50.88 大会新（創設）
M70 友森　拓雄 宮崎北 30.02.09 大会新（創設）

3000mW M40 畑野　新司 大分 17.47.66 大会新（創設）
走高跳 M30 小川　裕二 宮崎北 1.50 大会新（創設）

M50 乙守　　信 宮崎南 1.50 大会新（創設）
棒高跳 M30 小川　裕二 宮崎北 3.60 大会新（創設）
走幅跳 M65 福田　　積 延岡 4.46 0.2 大会新（創設）

M80 谷　　耕作 佐土原 2.84 0.4 大会新（創設）
三段跳 M45 水口  英行 宮崎北 10.67 0.6 大会新（創設）

M80 谷　　耕作 佐土原 6.39 -0.2 大会新（創設）
砲丸投 M65 鬼塚  修二 串間 8.98 大会新（創設）

M70 西村　満征 小林 6.60 大会新（創設）
M80 押川　満幸 児湯 8.14 大会新（創設）
M95 肥田　一郎 都城 3.46

円盤投 M70 西村　満征 小林 16.92 大会新（創設）
M80 押川　満幸 児湯 20.60 大会新（創設）
M95 肥田　一郎 都城 9.17

やり投 M95 肥田　一郎 都城 7.88 県新(創設)・大会新(創設)

創設記録一覧

県新(創設)・大会新(創設)

県新(創設)・大会新(創設)


