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日置市伊集院陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

男 中学2・3年 1500ｍ 三重　悠晟(3)  4:13.79 喜屋武　椋(3)  4:14.54 友生　貴大(2)  4:14.91 入船　翔(3)  4:20.53 尾之上　卓人(3)  4:21.27 川田　康輔(3)  4:22.10 山元　凪(3)  4:22.68 石山　大輝(2)  4:25.95
子 宮之城中 奄美SRC 奄美SRC 川内中央中 鹿児島玉龍中 甲南中 川内中央中 川辺中
ッ 一般 １５００ｍ JOHN KARIYKI(1) 3:57.36 吉岡　紀元(1) 4:03.52 髙田　真樹(1) 4:04.83 池脇　信也 4:05.47 永田　一馬(1) 4:06.16 稲村　紘太(3) 4:06.62 永井　智大(1) 4:08.75 三牧　真也(1) 4:12.20
ク 鹿児島・第一工業大 鹿児島・第一工業大 鹿児島・第一工業大 鹿児島・鹿児島陸協 鹿児島・第一工業大 鹿児島・志學館大 鹿児島・第一工業大 鹿児島・第一工業大

ト 少年A ５０００ｍ 野村　峻哉(2) 14:59.13 吉永　竜聖(2) 15:14.42 坂本　大志(2) 15:16.47 中野　弘章(3) 15:21.69 軸屋　健(2) 15:22.08 坂本　貴大(3) 15:26.19 狩集　凌(2) 15:38.89 森　康平(3) 15:41.92
ラ 鹿児島城西高 鹿児島城西高 鶴翔高 鹿児島陸協 鶴翔高 鶴翔高 樟南高 鹿児島城西高

一般 １００００ｍ 久保山　記年 30:28.11 池谷　竜(4) 30:46.43 井上　智博(4) 30:57.33 引地　剛 31:09.96 永谷　勇介 31:27.09 鈴東　千弘 31:33.62 飛松　佑輔(3) 31:39.81 新牛込　崇史 31:46.26

鹿児島･国分自衛隊 鳥　取･鹿屋体育大 鹿児島･第一工業大 鹿児島･京セラ鹿児島 鹿児島･京セラ鹿児島 鹿児島･国分自衛隊 鹿児島･第一工業大 鹿児島･国分自衛隊

少年Ａ ５０００mW 吉村　健人(3) 23:05.13 久保田　哲哉(2) 23:53.57

鹿児島城西高 種子島中央高
一般 ５０００mW 中谷　隼人(3) 21:34.78 石原　彬(4) 23:59.99 阿部　健太郎(1) 27:23.37

鹿児島･鹿屋体育大 鹿児島･志學館大 熊　本･志學館大
中学2・3年 走幅跳 田坂　裕輝(3)   6m23 米森　亮(2)   5m87 山浦　一晟(3)   5m74 竹之内　優汰(2)   5m66 浜崎　大輔(2)   5m65 池野　郁洋(3)   5m53 森川　将希(3)   5m34 山口　徹也(2)   5m33

城西中 +1.2 鹿児島Jr +1.7 城西中 +1.3 第一鹿屋中 +0.0 隼人中 +0.0 鹿児島Jr +0.7 国分中 +0.5 鹿児島Jr +1.9
女 中学2・3年 1500ｍ 倉岡　奈々(3)  4:38.98 濱崎　優汐(3)  4:47.77 前田　紗也佳(3)  4:49.77 濱村　咲良(2)  4:50.14 一山　麻緒(3)  4:52.80 井上　莉子(3)  4:54.54 羽田　恵美(3)  4:54.69 三川　夕輝(2)  4:55.95
子 吾平中 奄美SRC 鹿屋東中 出水中 出水中 第一鹿屋中 横川中 隼人中
ト 少年Ａ　３０００ｍ有水　佳乃子(3)  9:54.47 三反田　葵(2)  9:56.37 水盛　真紀(2) 10:06.90 三島　連(2) 10:15.33 久保　愛結美(2) 10:27.48 有留　蘭(3) 10:40.63 古市　貴子(3) 10:48.25 荻田　眞希(3) 10:53.24
ラ 鳳凰高 鹿児島女子高 鳳凰高 鹿児島女子高 鹿児島女子高 樟南高 樟南高 鹿屋高
ッ 一般 ５０００ｍ 崎浜　絵美(4) 16:59:87 安富　美希 17:07.19 北野　芽衣(1) 17:08.72 玉置　友耶(2) 17:14.16 小村　仁美 17:22.56 外間　美里(3) 17:23.09 馬見塚　悠(4) 18:05.77 鶴留　久実(3) 20:01.85
ク 沖縄・鹿屋体育大 鹿児島・ナンチク 鹿児島・鹿屋体育大 鹿児島・鹿屋体育大 鹿児島・鹿銀 沖縄・鹿屋体育大 鹿児島・志學館大 鹿児島・鹿児島国際大

少年Ａ ５０００mW 立山　優惟(3) 23:47.22 木場　穂奈美(3) 27:48.78 中村　若菜(2) 30:28.07 大柿　玲菜(3) 34:17.31
鹿児島女子高 種子島中央高 鹿児島女子高 国分中央高

中学2・3年 走幅跳 田中　亜季(2)   5m17 原田　里加(2)   5m09 松村　菜々花(3)   4m87 野口　智惠(3)   4m78 園田　由樹(3)   4m75 稲付　清楓(3)   4m74 樋渡　めぐみ(3)   4m65 外野　春菜(2)   4m49
鹿児島Jr +0.5 SCC +0.1 紫原中 +1.1 谷山北中 +1.5 輝北中 +1.7 垂水中央中 +0.8 頴娃中 +1.0 高尾野中 +0.3


