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鹿児島県立鴨池陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

男 1年100m 塩盛　稜太(1) 16.52 牧内　天秀(1) 17.90 假屋　力輝人(1) 18.12 谷本　樹(1) 18.21 寺本　航大(1) 18.31 久徳　奏太(1) 18.90 松山　大地(1) 19.34 中島　知希(1) 19.41

子 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｲｽﾞﾐ NGR 阿久根陸上 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 八代KAC2 ﾃﾞｨﾗｲﾄﾌﾙ水俣 串木野西陸上 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｲｽﾞﾐ

ト 2年100m 東　伶音(2) 16.69 種田　捷之介(2) 16.91 大塚　蒼生(2) 17.21 山口　翔永(2) 17.22 野元　遼平(2) 17.38 尾留川　悠太(2) 17.39 福山　裕希(2) 17.41 山口　大輝(2) 17.50

ラ 春山陸上ｸﾗﾌﾞ 入来Jrs 阿久根陸上 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 生福陸上 高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

ッ 3年100m 白木　拓馬(3) 14.52 馬場　澪我(3) 14.68 徳留　顕拓(3) 14.92 湯地　定季(3) 15.22 田代　優晟(3) 15.46 森薗　大河(3) 15.82 大川　隼人(3) 15.83 吉村　慶喜(3) 15.84

ク 高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ NGR あいら陸上 NGR かのやFSCｼﾞｭﾆｱ NGR 高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 津村陸上 高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 春山陸上ｸﾗﾌﾞ かのやFSCｼﾞｭﾆｱ

4年100m 栗屋　大夢(4) 14.52 今村　皇陽(4) 14.63 岩下　新太郎(4) 15.16 祐下　芳輝(4) 15.21 上村　匡(4) 15.31 有村　拓巳(4) 15.41 小原　義弘(4) 15.47 平野　伶温(4) 15.90

山都JRC 高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 栗野陸上 串木野西陸上 かわなべｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 川畑Jr陸上ｸﾗﾌﾞ ｳｨﾝｸﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 平野Jr

5年100m 中井　大貴(5) 13.68 福島　碧海(5) 13.80 松嵜　龍征(5) 13.92 大崎　舜(5) 13.95 深水　皓斗(5) 14.20 福留　将太(5) 14.31 下境田　陽向(5) 14.55 坂元　翔(5) 14.59

栗野陸上 高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ かのやFSCｼﾞｭﾆｱ 指宿陸上 出水市陸上 下水流陸上

6年100m 上籠　直貴(6) 12.92 上内　雅暁(6) 13.13 新豊　航輝(6) 13.16 竹下　塔弥(6) 13.41 原口　大空(6) 13.43 八重尾　塁(6) 13.47 黒木　晃生(6) 13.71 橋元　優成(6) 13.74

高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ ＳＣＣ 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ あいら陸上 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 野田ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ かのやFSCｼﾞｭﾆｱ 野田陸上

3・4年 高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ A 59.79 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 A  1:01.97 野田陸上 A  1:02.52 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 54.90 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 54.94 ＳＣＣ A 55.61 栗野陸上 A 55.64 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 56.22

4×100mR    湯地　定季(3)    永田　知暉(4)    仮屋　寿頼(4)    犬井　遼(5)    井田　龍之介(6)    米丸　翔太(5)    尾山　昇吾(6)    大島　莉恭(6)

   白木　拓馬(3)    北村　慎之介(4)    山上　稜真(4)    原口　大空(6)    堀之内　友哉(6)    上内　雅暁(6)    西牟田　啓太(6)    川原　隆平(6)

   永岩　陵京(4)    吉見　智貴(4)    福島　晶聖(4)    小林　拓夢(6)    真邉　拓帆(6)    上津　梨音(6)    桐野　航汰(5)    屋宮　康人(6)

   今村　皇陽(4)    林　峻平(4)    手島　蓮人(4)    吉満　一真(6)    吉元　陽太郎(6)    重村　空(6)    中井　大貴(5)    廣瀬　壮太朗(5)

5・6年 高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ A 53.55 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上 A 53.75 かのやFSCｼﾞｭﾆｱ A 54.11 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 A 54.90 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 A 54.94 ＳＣＣ A 55.61 栗野陸上 A 55.64 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 B 56.22

4×100mR    大崎　舜(5)    亀田　凌太郎(6)    瀬脇　叶(6)    犬井　遼(5)    井田　龍之介(6)    米丸　翔太(5)    尾山　昇吾(6)    大島　莉恭(6)

   福島　碧海(5)    上園　魁(6)    黒木　晃生(6)    原口　大空(6)    堀之内　友哉(6)    上内　雅暁(6)    西牟田　啓太(6)    川原　隆平(6)

   増田　蓮(5)    西別府　翔(6)    篠原　三和人(6)    小林　拓夢(6)    真邉　拓帆(6)    上津　梨音(6)    桐野　航汰(5)    屋宮　康人(6)

   上籠　直貴(6)    新豊　航輝(6)    瓜田　蒼(6)    吉満　一真(6)    吉元　陽太郎(6)    重村　空(6)    中井　大貴(5)    廣瀬　壮太朗(5)

男 5・6年走高跳 河野　海(6) 1m30 堀之内　友哉(6) 1m30 桑元　琉汰(6) 1m20 窪田　稜(6) 1m20 田口　覚都(6) 1m15 西　祐樹(5) 1m10

子 かのやFSCｼﾞｭﾆｱ 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ きりしまｱｽﾘｰﾄ あいら陸上 あいら陸上

同順:下醉尾　剛朗(6)
鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

同順:曽田　健造(6)

かのやFSCｼﾞｭﾆｱ

｜ 4年走幅跳 吉見　智貴(4)   3m72 淵田　瑞貴(4)   3m65 鈴木　堅孝(4)   3m59 片野田　康樹(4)   3m53 林　峻平(4)   3m40 中村　拓馬(4)   3m36 工藤　慶胤(4)   3m32 佐土原　侑大(4)   3m29

ル 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ +0.1 粟ｹ窪Jr陸上ｸﾗﾌﾞ +0.4 ＳＣＣ +0.2 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ +0.2 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ -0.1 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ +0.1 下水流陸上 +0.4 ＳＣＣ +0.1

ド 5年走幅跳 竹之内　智貴(5)   4m53 廣瀬　壮太朗(5)   4m29 三好　生吹(5)   3m84 松下　浩仁朗(5)   3m81 今村　京輔(5)   3m80 花北　亮輔(5)   3m69 片岡　優也(5)   3m61 園田　直樹(5)   3m60

かのやFSCｼﾞｭﾆｱ +0.6 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ +0.8 あいら陸上 -0.4 串木野西陸上 +0.7 ＳＣＣ +0.6 出水市陸上 +1.2 ＳＣＣ +1.0 栗野陸上 +0.1

6年走幅跳 瓜田　蒼(6)   5m20 石原　龍聖(6)   4m86 北　拓実(6)   4m71 吉元　陽太郎(6)   4m71 大島　莉恭(6)   4m26 岩下　雄哉(6)   4m07 屋宮　康人(6)   4m04 瀬脇　叶(6)   3m92

かのやFSCｼﾞｭﾆｱ +0.8NGR あいら陸上 +0.4 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝﾋｵｷ +0.4 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ +0.1 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ +0.3 出水市陸上  +0.0 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ +0.3 かのやFSCｼﾞｭﾆｱ +0.2

5年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 中森　康友(5)  57m70 松田　亮耶(5)  48m89 内田　響(5)  44m01 松田　修吏(5)  42m03 吉村　義喜(5)  41m41 満永　光貴(5)  39m69 下久保　琢毬(5)  37m67 梶尾　太誠(5)  37m04

鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 出水市陸上 Ｙ・Ｔ・Ｏﾁｰﾑ Ｙ・Ｔ・Ｏﾁｰﾑ 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 さつま柏原 下水流陸上

6年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 大原　一真(6)  68m27 下屋　侑路(6)  59m56 二宮　大樹(6)  54m69 森重　時生(6)  54m63 屋宮　惇人(6)  50m87 久保下　佳季(6)  46m47 脇田　政大(6)  45m15 本村　知大(6)  44m52

南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上 高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ きりしまｱｽﾘｰﾄ

EPR:県小学生タイ記録
NGR:大会新記録

EGR:大会タイ記録
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鹿児島県立鴨池陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

女 1年100m 嶋本　侑夏(1) 18.20 平田　真都(1) 18.37 田中　芹菜(1) 18.48 松下　凜(1) 18.58 立本　香生(1) 18.62 永山　桃歌(1) 18.63 枦木　歩未(1) 18.84 白木　綾乃(1) 18.98

子 折多陸上ｸﾗﾌﾞ 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 かのやFSCｼﾞｭﾆｱ 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 坂元台ｸﾗﾌﾞ 川畑Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ

ト 2年100m 福迫　姫花(2) 16.48 前田　遥花(2) 16.60 上村　沙耶(2) 16.75 寺地　しい(2) 16.98 山下　藍(2) 17.01 芳田　紗佳(2) 17.12 神田　友希(2) 17.34 川島　空来(2) 17.47

ラ 高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ かのやFSCｼﾞｭﾆｱ かわなべｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 出水市陸上 かのやFSCｼﾞｭﾆｱ 吉野東陸上 高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 栗野陸上

ッ 3年100m 大野　真季(3) 15.64 宮久保　楓(3) 15.77 川口　絵里子(3) 15.99 山内　李美(3) 16.12 上原　央詩(3) 16.20 寺本　有里香(3) 16.25 大塚　茉璃乃(3) 16.32 上唐湊　和(3) 16.76

ク ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｲｽﾞﾐ かのやFSCｼﾞｭﾆｱ 第2中央ｸﾗﾌﾞ 指宿小ｽｲﾑ&ﾗﾝｸﾗﾌﾞ 高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ ﾃﾞｨﾗｲﾄﾌﾙ水俣 高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01

4年100m 幾　真希(4) 14.78 指宿　玲那(4) 15.02 下田　稚奈(4) 15.06 山崎　千聖(4) 15.14 平田　杏夏(4) 15.19 松木　藍美(4) 15.34 冨満　朝夏(4) 15.60 前田　光希(4) 15.64

津村陸上 さつま柏原 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝﾋｵｷ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝﾋｵｷ ＳＣＣ 吉野東陸上 高尾野陸上 串木野西陸上

5年100m 福田　英(5) 13.98 森　夏美樹(5) 14.00 吉留　奈菜(5) 14.76 杉下　楓月(5) 14.83 中村　美咲(5) 14.92 廣森　愛乃(5) 14.97 外村　華(5) 15.07 勇　香保(5) 15.43

ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｲｽﾞﾐ 春山陸上ｸﾗﾌﾞ 指宿陸上 折多陸上ｸﾗﾌﾞ 指宿陸上 指宿陸上 栗野陸上 津村陸上

6年100m 山下　萌(6) 13.11 植村　友美(6) 13.69 曽田　陽菜子(6) 13.82 坂元　祐夢(6) 14.28 髙木　美桜乃(6) 14.31 松元　咲樹(6) 14.37 松下　みいな(6) 14.49 冨宿　沙也(6) 14.63

かのやFSCｼﾞｭﾆｱ EGR ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝﾋｵｷ かのやFSCｼﾞｭﾆｱ 吉野東陸上 太陽SC忍者ｸﾗﾌﾞ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝﾋｵｷ 米ノ津陸上ｸﾗﾌﾞ 指宿小ｽｲﾑ&ﾗﾝｸﾗﾌﾞ

3・4年 吉野東陸上 A  1:02.97 高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ A  1:03.35 高尾野陸上 A  1:03.89 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 B  1:04.37 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上 A  1:04.40 串木野西陸上 C  1:04.62 吉野東陸上 A 57.72 春山陸上ｸﾗﾌﾞ A 58.64

4×100mR    山下　純怜(4)    竹之内　凜(3)    中尾　ちひろ(4)    中釜　優花(4)    山下　美恋(4)    久徳　遥(4)    米森　彩(5)    二ノ方　瑞希(5)

   中森　笑弥楽(4)    大塚　茉璃乃(3)    冨満　朝夏(4)    大久保　愛佳(4)    竹原　瑠花(4)    中薗　なつみ(3)    川路　紗和(6)    森　夏美樹(5)

   中村　彩乃(4)    永山　奈緒美(3)    山下　夏未(4)    矢野　ことみ(4)    古園　百音(4)    岡田　菜野(4)    宮里　夏芽(6)    石神　日奈美(5)

   松木　藍美(4)    上原　央詩(3)    入尾野　朔良(4)    山田　侑佳(4)    松澤　李夏(4)    前田　光希(4)    坂元　祐夢(6)    有川　夏美(5)

5・6年 かのやFSCｼﾞｭﾆｱ A 53.34 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝﾋｵｷ A 56.05 阿久根陸上 A 56.79 ＳＣＣ A 57.20 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｲｽﾞﾐ A 57.28 指宿陸上 B 57.29 吉野東陸上 A 57.72 春山陸上ｸﾗﾌﾞ A 58.64

4×100mR    小橋口　理子(6) NGR    中村　彩華(6)    佐々木　穂花(5)    外西　友里奈(6)    嵜川　花楓(5)    中村　優希(5)    米森　彩(5)    二ノ方　瑞希(5)

   曽田　陽菜子(6)    松元　咲樹(6)    川原　夕奈(6)    山口　百香(6)    前原　あゆみ(5)    吉留　奈菜(5)    川路　紗和(6)    森　夏美樹(5)

   柿元　紗奈(6)    富永　莉沙(5)    出口　由紀(6)    日高　菜奈(6)    福田　英(5)    中村　美咲(5)    宮里　夏芽(6)    石神　日奈美(5)

   山下　萌(6)    植村　友美(6)    中村　菜々美(6)    鶴田　詩帆(6)    神　明里(6)    廣森　愛乃(5)    坂元　祐夢(6)    有川　夏美(5)

女 5・6年走高跳 福永　美佳(6) 1m25 内山　紋光(6) 1m20 同順:萩原　莉子(5) 1m20 堀口　鈴羅(5) 1m20 松元　あゆな(5) 1m15 同順:栗屋　野乃花(6) 1m15 井上　莉沙(6) 1m15 畠中　伶奈(6) 1m10

子 高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ さつま柏原 ＳＣＣ 高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 頴娃ｼﾞｭﾆｱ陸上 山都JRC 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

フ 同順:迫　七夏(6)

ィ 高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ

｜ 同順:出口　雛衣(5)

ル 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

ド 同順:平石　真生(5)

阿久根陸上

4年走幅跳 松澤　李夏(4)   3m68 竹原　瑠花(4)   3m52 久保木　明梨(4)   3m49 家村　咲希(4)   3m10 村田　夕夏(4)   3m00 濵田　天蘭(4)   2m88 西村　純玲(4)   2m51

鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 0.1 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 0.1 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ -0.9 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 1.2 あいら陸上 0.7 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 0.1 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 0.1

5年走幅跳 中村　優希(5)   4m19 林　那奈美(5)   4m09 石原　鈴香(5)   3m81 川畑　侑子(5)   3m74 仁多田　亜美(5)   3m67 牧野　莉子(5)   3m66 本郷　莉々花(5)   3m61 小園　綾子(5)   3m58

指宿陸上 +0.6 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ +0.4 野田陸上 +0.1 ＳＣＣ +0.2 野田陸上 +1.3 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ +1.1 国分ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ +0.1 野田陸上 +0.4

6年走幅跳 小橋口　理子(6)   4m41 柿元　紗奈(6)   4m39 赤塚　海音(6)   4m26 立本　世南(6)   4m14 福丸　奈緒(6)   4m07 出口　由紀(6)   3m93 柿本　渚帆(6)   3m84 嶋田　莉那(6)   3m74

かのやFSCｼﾞｭﾆｱ +0.1 かのやFSCｼﾞｭﾆｱ -0.2 津村陸上 +0.2 高山Jr陸上ｸﾗﾌﾞ +0.6 出水市陸上 -0.1 阿久根陸上 -0.1 ﾁｪｽﾄ伊集院陸上 +0.2 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 +0.5

5年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 山元　祐季(5)  43m52 宮脇　優璃(5)  34m68 徳田　比米子(5)  33m81 宮脇　梨里花(5)  30m58 久保田　さくら(5)  29m14 田中　愛莉(5)  26m69 蔵園　菜巳(5)  26m15 中濱　友希(5)  26m09

ＳＣＣ さつま柏原 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁｪｽﾄ伊集院陸上 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 野田陸上 指宿陸上

6年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 登尾　ひかり(6)  48m01 下柳田　夏海(6)  35m78 宮脇　葵(6)  34m92 吉峰　樹(6)  33m61 東福　美夕(6)  31m14 片平　真由(6)  20m72

野田ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 指宿陸上 さつま柏原 川畑Jr陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁｪｽﾄ伊集院陸上 川畑Jr陸上ｸﾗﾌﾞ

EPR:県小学生タイ記録
NGR:大会新記録

EGR:大会タイ記録


