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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 一 110mH 野元　秀樹 14.04 西方　竜太郎(M2) 14.56 麓  大輔(3) 15.34 北園　駿(2) 15.82 菊村　風穂(3) 16.36

子 般 鹿児島･ﾊﾟﾃｯｸｻﾌﾟﾗｲ +0.9 鹿児島･鹿児島大 +0.9 鹿児島･鹿児島大 +0.9 鹿児島･志學館大 +0.9 鹿児島･鹿児島大 +0.9

3000mSC 田原　貴央(4)  9:33.53 上田　亮(4)  9:34.75 大丸　翔(2)  9:48.88 政　健太(2)  9:56.86 三牧　真也(1)  9:56.96 寺田　耕作(2) 10:02.69 新原　和真(1) 10:11.96 米田　瑛久(2) 10:18.12

広　島･鹿屋体育大 山　口･鹿屋体育大 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･鹿児島国際大 鹿児島･鹿児島国際大 鹿児島･鹿児島大

4×400mR 鹿屋体育大  3:15.58 鹿児島大A  3:19.60 鹿児島大B  3:28.87 志學館大A  3:30.93 鹿大医学部  3:36.02

   松井　俊樹(3)    倉津　怜也(M2)    吉田  圭佑(2)    井之上　孝平(1)    伊藤　貴祥

   斉藤　健吾(4)    鳥海　祥郎(6)    田中  智大(4)    牛島　健太(3)    安武　祐貴

   西山　尚伸(3)    中村　太樹(3)    小田　琢也(2)    森　嘉武斗(3)    原田　創

   田口　泰広(2)    安徳  祐介(4)    麓  大輔(3)    本田　公一(4)    高田　雄太

走高跳 久島　貴大(3) 2m06 中野　大(4) 1m97 南田  隼也(M1) 1m94 大薗　晃平(4) 1m91 菊村　風穂(3) 1m75

大　分･鹿児島大 鹿児島･鹿児島大 長　崎･鹿児島大 鹿児島･鹿児島高専 鹿児島･鹿児島大

円盤投 濱田　正信(M1)  42m53

(2.000kg) 鹿児島大

高 110mH 山本　泰暉(3) 15.45 園田　駿(3) 15.70 有田　英憲(2) 15.72 浜崎　友輔(2) 15.82 中村　尚徳(3) 16.42 肱黒　智大(3) 16.70 地頭所　和希(2) 16.80 坂本　淳也(2) 17.03

校 鹿児島玉龍高 -0.9 松陽高 +1.2 松陽高 +1.2 鹿児島南高 -0.9 薩南工業高 -0.9 川薩清修館高 +1.2 鹿児島商業高 -0.9 国分中央高 -0.9

3000mSC 新地　生和(3)  9:46.33 出田　優斗(2)  9:50.72 國島　毅(3)  9:51.07 崎山　直(3)  9:52.80 瀬戸口　文弥(3) 10:00.89 淵之上　佑樹(3) 10:05.28 森　康平(3) 10:08.77 泊　翔也(2) 10:09.51

鹿児島実業高 鹿児島実業高 鶴翔高 鶴翔高 鹿児島商業高 鹿児島城西高 鹿児島城西高 鹿児島商業高

4×400mR 鹿児島南高A  3:22.30 鹿児島商業高A  3:25.41 鹿児島玉龍高  3:26.29 鹿児島高A  3:26.52 川薩清修館高A  3:26.67 松陽高A  3:28.58 甲南高A  3:28.79 鶴翔高  3:28.96

   前田　祥太郎(2)    仲村　翔(3)    山口　涼太(3)    山澤　卓也(3)    原永　貴之(2)    立岡　岬(2)    國生　誠(3)    高橋　諒(3)

   川畑　慎吾(2)    大田　博貴(3)    安田　由稀(3)    堀口　栄作(3)    若松　雄太(2)    田村　英幹(3)    伊藤　龍志朗(3)    堀口　文悟(3)

   越川　大勢(3)    瀬戸口　章(3)    西田　聡馬(3)    徳田　昂大(3)    安藤　圭祐(2)    有田　英憲(2)    本村　旬(3)    大迫　功佳(3)

   西田　光(3)    前田　佳樹(3)    山本　泰暉(3)    松田　勝太(3)    中野　翔(2)    川邊　湧也(3)    吉岡　一樹(3)    郡山　大樹(2)

走高跳 瀬戸口　桂(3) 2m03 畑中　志洋(2) 1m88 中島　健(3) 1m85 上別府　剛志(1) 1m85 中村　尚徳(3) 1m80 紺屋　悠希(3) 1m80 安藤　圭祐(2) 1m80 同順:岡元　優樹(1) 1m80

鹿児島南高 鹿児島商業高 鹿児島商業高 鹿児島商業高 薩南工業高 鹿児島中央高 川薩清修館高 鹿児島商業高

円盤投 鶴之園　充幸貴(3)  37m98 桑代　啓太(2)  37m51 大村　真悟(3)  33m21 黒木　航(2)  32m78 瀬戸口　順(3)  32m52 入江　真司(3)  31m37 西迫　徹弥(3)  30m29 神田　翔大(2)  29m27

(1.750kg) 鹿児島南高 国分中央高 鹿児島情報高 鹿児島商業高 薩南工業高 鹿児島商業高 薩南工業高 鹿児島商業高

少 3000m 田中　龍太(1)  9:02.24 山脇　洸乃(1)  9:03.11 東福　龍太郎(1) 9:03.35 三重　悠晟(3)  9:04.52 藤崎　真伍(1)  9:08.18 大中原　源(1)  9:09.16 大田　尚人(1)  9:13.02 出木場　風吹(1)  9:16.08

年 鹿児島実業高 鹿児島実業高 鹿児島城西高 宮之城中 鹿児島実業高 鶴翔高 鹿児島実業高 鹿児島工業高

Ｂ 110mJH 安栖　遼太郎(1) 15.04 前田　紘毅(1) 15.89 桑山　聖生(1) 15.91 丸山　晋平(3) 17.04 矢崎　佳輝(1) 17.11 濵野　大航(1) 17.33 中向　総志郎(1) 17.38 益満　圭太(3) 18.04

鹿児島高 +1.1 鹿児島商業高 +1.1 桔梗ｸﾗﾌﾞ +1.1 城西中 +0.8 鹿児島商業高 +1.1 鹿児島南高 +1.1 鹿児島商業高 +0.8 伊集院北中 +1.1

中 4×100mR 城西中 45.86 鹿児島Jr 46.01 鹿屋東中 46.15 国分中 46.58 阿久根中 46.77 川内南中 46.81 谷山中 47.33 出水中 47.56

学    山浦　一晟(3)    米森　亮(2)    福田　尚紀(3)    野元　龍哉(3)    馬見塚　大樹(2)    北園　直生(3)    上髙原　颯真(3)    猪八重　幸佑(2)

   田坂　裕輝(3)    近藤　雄介(3)    北方　宗典(3)    田中　　湧人(3)    西　裕太(3)    東條　莉央(3)    鍋倉　正輝(3)    吉永　涼(3)

   丸山　晋平(3)    池野　郁洋(3)    渡口　彰吾(3)    山中　心(3)    河野　優樹(3)    山元　康平(3)    小松　勇斗(3)    西東　悠人(2)

   桑山　淳生(3)    山口　徹也(2)    王　東晨(3)    森川　将希(3)    川原　和也(3)    泉　知希(3)    萩原　智貴(3)    児玉　粹(2)

四種競技 松村　啓(3)  2118 吉村　和樹(3)  1942 末永　拓也(3)  1857 川田　康輔(3)  1761 田中　洸成(2)  1590 上窪　洸士郎(3)  1586 坂元　伸伍(3)  1495 桑田　純(3)  1236

紫原中 伊敷中 鹿児島Jr 甲南中 頴娃中 頴娃中 頴娃中 川内北中

15.42(+1.2)-7m72 16.94(+1.2)-8m22 17.25(+1.2)-7m99 19.64(+1.2)-8m07 19.81(+1.2)-10m13 22.97(-0.7)-12m21 19.21(-0.7)-7m31 19.69(-0.7)-5m66

1m63-58.07 1m39-54.44 1m51-57.64 1m39 52.50 1m48-61.65 1m39-57.44 1m42-59.67 1m39-62.81

小 4×100mR 出水市陸上A 57.29 鹿児島Jr陸上A 57.95 春山陸上A  1:00.32 串木野西ｸﾗﾌﾞ  1:00.41 出水市陸上B  1:00.85 粟ヶ窪Jr陸上A  1:01.33 阿久根陸上A  1:01.71 SCC A  1:01.72

学    内田　響(6)    川畑　友資(6)    下園　寛政(6)    中薗　映児(6)    花北　亮輔(6)    田之脇　一平(5)    餅越　龍幸(6)    米田　龍斗(6)

   下境田　陽尚(6)    末永　康貴(6)    高森　雄太(6)    馬場　莉大(5)    高久　諄哉(6)    淵田　瑞貴(5)    栫　彰宏(5)    今村　京輔(6)

   岡本　将輝(6)    竹之下　卓也(6)    坂元　壮大(6)    国生　泰成(6)    竹廣　暁道(6)    西迫　鱗(6)    那須　奏音(5)    米丸　翔太(6)

   松本　拓朗(6)    奥　快都(6)    赤池　純弥(6)    祐下　芳輝(5)    海崎　一晟(5)    佃　隆之(6)    牧内　右京(6)    山下　晋次郎(5)
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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 一 400m 宇佐美  里子(2)  1:00.68

子 般 鹿児島･鹿児島大

4×400mR 鹿児島大  4:11.70

   早崎　光(1)

   宇佐美  里子(2)

   藤原　幸(3)

   軸丸　望梨(1)

走高跳 吉田　加代 1m49 大坪　緑 1m46 井上　由梨佳 1m46
鹿児島･京セラ鹿児島 鹿児島･ＳＣＣ 鹿児島･鹿児島陸協

円盤投 西別府　千愛  41m35

(1.000kg) 鹿児島･鹿児島陸協

高 400m 鶴留　朋美(3)  1:00.13 苑田　実祐(3)  1:00.18 八木　優貴乃(3) 1:00.84 山田　佳奈(3)  1:00.93 丸山　知夏(2)  1:01.16 東條　未来(3)  1:01.21 安藤　菜津実(3)  1:01.51 前原　まどか(3)  1:01.52

校 鹿児島女子高 鹿児島女子高 鹿児島女子高 川内高 甲南高 川内高 鹿児島女子高 出水高

100mH 大村　美香(2) 14.86 重信　玲奈(3) 15.31 末永　成美(3) 15.52 持増　有沙(3) 15.54 川越　彩(3) 16.00 若林　あさ美(3) 16.60 鶴留　朋美(3) 16.65 白澤　花穂里(3) 17.25

鹿児島南高 +0.1 鹿児島高 +0.1 鹿児島女子高 +0.1 松陽高 +0.1 鹿児島高 +0.1 川内高 -0.2 鹿児島女子高 +0.1 薩南工業高 -0.2

4×400mR 鹿児島女子高A  4:02.61 川内高  4:06.96 甲南高A  4:08.92 鹿児島女子高B  4:09.36 鹿児島中央高  4:22.85 甲南高B  4:22.88 鹿児島高A  4:24.83 国分中央高  4:28.10

   一ノ宮　佐保(3)    東條　未来(3)    山内　美佳(3)    安藤　菜津実(3)    飯伏　咲弥花(3)    五嶋　万柚子(2)    重信　玲奈(3)    寺師　夏美(3)

   末永　成美(3)    尻無　あかり(2)    丸山　知夏(2)    苑田　実祐(3)    國元　稚菜(3)    竹井　智咲(2)    川越　彩(3)    下満　香菜(2)

   八木　優貴乃(3)    若林　あさ美(3)    森　小雪(2)    新徳　香(3)    志野　円香(2)    猪八重　由実(3)    野元　桃香(2)    鮫島　彩矢加(3)

   鶴留　朋美(3)    早﨑　晴香(2)    内之倉　由美(1)    一ノ宮　志保(3)    積　真理愛(3)    菖蒲谷　華(2)    田脇　瑠奈(1)    福田　有紀(2)

走高跳 重信　玲奈(3) 1m58 田中　ふくさ(3) 1m55 山下　菜月(1) 1m52 牧野　奏子(1) 1m49 竹井　智咲(2) 1m49 山口　華奈(1) 1m46 坂口　瑛美(3) 1m46 餅越　亜由美(2) 1m43

鹿児島高 鹿児島南高 甲南高 甲南高 甲南高 鹿児島女子高 鹿児島女子高 鶴翔高

円盤投 岩崎　遙(3)  34m84 樋渡　奏(2)  33m31 谷口　いづみ(3)  31m12 奥園　ゆかり(3)  29m76 川越　奈々美(2)  29m45 重森　理代(2)  26m42 有村　梨沙(3)  26m15 中原　舞(2)  25m70

(1.000kg) 鹿児島南高 鹿児島女子高 大口明光学園高 鹿児島女子高 岩川高 鹿児島女子高 国分中央高 国分中央高

100mYH 内之倉　由美(1) 14.39 竹之下　晴子(3) 16.45 馬場　心(1) 16.47 木原　安那(1) 19.00

甲南高 +0.0 NHR 鹿児島Jr +0.0 鹿児島南高 +0.0 薩南工業高 +0.0

中 4×100mR 米ノ津中 50.87 川内中央中 51.49 高尾野中 52.26 紫原中 52.48 鹿児島Jr 52.67 吉野中 53.04 頴娃中 53.84 有明中 53.94

学    森藤　由姫(3)    上野　南(2)    外野　春菜(2)    松村　菜々花(3)    下津曲　優奈(2)    間手原　志織(2)    下窪　瑞生(2)    倉岡　美紀(2)

   大林　真弥(3)    白石　ひなた(3)    前田　彩圭(3)    有川　恵里花(3)    田中　亜季(2)    宮下　友希(2)    石田　幸奈(3)    坂元　智香(3)

   井本　沙也香(2)    宮之原　梨花(3)    冨満　美月(2)    長利　帆の夏(3)    飯山　未来(3)    安楽　佳華(2)    樋渡　めぐみ(3)    重山　七海(2)

   岩下　真理亜(3)    幾野　夏未(3)    東原　里夏(3)    辻　今日子(3)    竹之下　晴子(3)    宮下　舞(3)    松崎　菜桜(2)    安崎　優花(3)

四種競技 中釜　佐和子(3)  2259 樋渡　めぐみ(3)  2126 野間　風香(3)  1941 浦村　聖来(3)  1935 高橋　奈々(3)  1783 永福　茉由佳(3)  1556 濱田　彩音(3)  1554 綾織　南海(3)  1548

西紫原中 頴娃中 川内北中 甲南中 米ノ津中 米ノ津中 鹿児島Jr 紫原中

15.19(+0.5)-6m63 16.08(+0.5)-7m96 17.25(+0.4)-6m31 16.68(+0.5)-7m43 18.30(+0.4)-6m78 19.04(+0.5)-6m42 17.89(+0.5)-6m88 20.96(+0.4)-6m32

1m32-27.12(+0.4) 1m26-27.68(+0.4) 1m41-28.95(+0.4) 1m23-28.41(+0.4) 1m32-28.72(+0.4) 1m23-29.32(+0.1) 1m14-30.18(+0.1) 1m44-30.12(+0.1)

小 4×100mR ISC陸上ｸﾗﾌﾞA 56.38 春山陸上A 56.54 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞA 57.04 阿久根陸上A 59.71 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞB 59.77 吉野東陸上A 59.96 SCC B  1:00.81 吉野東陸上B  1:01.14

学    廣森　愛乃(6)    二之方　瑞貴(6)    大野　真季(4)    垂門　杏夢瑠(6)    川口　絵里子(4)    森吉　由衣(6)    樋渡　まい(5)    馬場　優華(6)

   中村　美咲(6)    森　夏美樹(6)    下田　稚奈(5)    佐々木　穂花(6)    青島　美羽(6)    辻　さくら(6)    長濱　はる子(5)    中村　実優(6)

   吉留　奈菜(6)    図師　由凪(6)    富永　莉沙(6)    川原　琴乃(6)    中村　まりあ(5)    松木　藍美(5)    江崎　未晏(5)    名越　悠々子(5)

   折尾　夏海(6)    上坊　優奈(6)    福田　英(6)    平石　真生(6)    山崎　千聖(5)    米森　彩(6)    平田　杏夏(5)    吉村　愛結(6)
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