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薩摩川内市陸上競技場
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 石山　大輝(3)  4:17.86 茅野　雅博(3)  4:19.06 安藤　主税(3)  4:20.86 坂倉　恭平(3)  4:22.30 森　海翔(3)  4:22.62 松山　勇斗(2)  4:24.30 大山　望夢(2)  4:25.82 久留須　保壱(3)  4:26.56

子 川辺中 別府中 川内中央中 第一鹿屋中 輝北中 東谷山中 川辺中 鶴田中

ッ 一般 1500m Mohamed　M.E.KHAIR(1)　  3:50.68 立元　悠樹  4:01.17 永谷　勇介  4:02.24 東　貴史  4:02.48 新牛込　崇史  4:03.00 四俣　勇人  4:04.04 中村　アリス(1)  4:04.71 中野　弘章  4:06.52

ク 第一工業大 国分自衛隊 京セラ鹿児島 県下鹿児島 国分自衛隊 曽於陸協 第一工業大 NTC

ト 少年A 5000m 田中　龍太(2) 14:48.94 軸屋　健(3) 14:56.07 西　純平(3) 15:04.27 別府　魁人(3) 15:05.30 野村　峻哉(3) 15:11.03 豊藏　規久(2) 15:16.34 東福　龍太郎(2) 15:21.93 大中原　源(2) 15:23.67

ラ 鹿児島実高 鶴翔高 鹿児島実高 鶴翔高 鹿児島城西高 鶴翔高 鹿児島城西高 鶴翔高

一般 10000m JOHN　KARIUKI(2) 28:29.87 中村　高洋 31:06.09 引地　剛 31:08.00 石川　徹平(4) 31:15.30 吉岡　紀元(2) 31:29.85 山下　奨平(4) 31:35.25 鈴東　千弘 31:38.71 早馬　仁 31:39.68

第一工業大 京セラ鹿児島 京セラ鹿児島 第一工業大 第一工業大 第一工業大 国分自衛隊 国分自衛隊

少年Ａ 5000mW 久保田　哲哉(3) 22:31.06 今川　篤紀(2) 29:11.85 淵之上　功介(2) 31:19.07 川﨑　琳太郎(2) 33:33.07

種子島中央高 鹿児島玉龍高 甲南高 鹿児島玉龍高

一般 5000mW 吉村　建人(1) 23:05.37

鹿児島国際大

中学2・3年 走幅跳 竹之内　優汰(3)   6m38 米森　亮(3)   6m13 新豊　航輝(2)   5m97 吉岡　朋樹(3)   5m80 寺地　佑紀哉(3)   5m74 大上　拓海(3)   5m59 瓜田　蒼(2)   5m55 馬見塚　大樹(3)   5m53

第一鹿屋中 -1.1 谷山北中 +0.7 国分南中 +2.2 和田中 -0.6 大川中 +1.6 国分中 +0.1 第一鹿屋中 +0.6 阿久根中 -1.2

女 中学2・3年 1500m 重山　七海(3)  4:46.26 濱村　咲良(3)  4:52.53 清水　遥加(2)  4:54.20 中島　彩果(3)  4:54.66 三川　夕輝(3)  4:57.84 荒武　志織(3)  4:57.86 戸木田　萌(2)  4:57.97 立山　莉緒(2)  4:58.09

子 有明中 出水中 出水中 帖佐中 隼人中 末吉中 横川中 横川中

ト 少年Ａ　3000m 前田　千尋(2)  9:59.39 三反田　葵(3) 10:01.99 三島　蓮(3) 10:11.09 小松　礼(2) 10:12.66 立山　沙綾佳(2) 10:25.79 久保　愛結美(3) 10:31.72 下園　美希(2) 10:32.08 中野　佑里乃(2) 10:32.83

ラ 鹿児島女子高 鹿児島女子高 鹿児島女子高 国分中央高 鹿児島女子高 鹿児島女子高 樟南高 指宿商高

ッ 一般 5000m 小村　仁美 17:40.03 宇田津　碧葉(1) 19:27.63

ク 鹿銀 鹿児島国際大

少年Ａ 5000mW 村山　莉帆(3) 28:05.69 上田　萌(3) 29:30.21 内倉　ひかる(3) 30:58.47 竹下　友華(2) 30:58.62

種子島中央高 種子島中央高 樟南高 松陽高

中学2・3年 走幅跳 原田　里加(3)   5m26 田中　亜季(3)   5m03 川島　杏純(2)   4m85 小浜　安理沙(3)   4m77 本郷　真凛(3)   4m69 外野　春菜(3)   4m54 山口　優萌(3)   4m54 春園　風香(3)   4m52

SCC +2.0 鹿児島Jr -2.1 栗野中 +1.5 東谷山中 -2.0 舞鶴中 +0.9 高尾野中 -0.8 陵南中 +2.1 菱刈中 +0.1


