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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 200m 中野　大輝(3) 21.62 井之上　孝平(2) 22.49 西方　竜太郎 22.73 佐抜　勇生(2) 22.76 小田　琢也(4) 22.92 児玉　安昭 23.04 井形　亮 23.19 麓　大輔(4) 23.40

子 般 兵　庫･鹿屋体育大 -0.2 鹿児島･志學館大 -0.2 鹿児島･鹿児島AC -0.2 鹿児島･志學館大 -0.2 鹿児島･鹿児島大 -0.1 鹿児島･鹿児島AC -0.2 鹿児島･TNO -0.1 鹿児島･鹿児島大 -0.1

800m 中村　太樹(4)  2:00.17 豊留　雅也(1)  2:06.83 奥平　佳(3)  2:09.59 今玉利　一成  2:22.04

鹿児島･鹿児島大 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･鹿児島国際大 鹿児島･鹿児島陸協

400mH 吉岡　啓夢(2) 57.46 山本　健太(2)  1:01.58

熊　本･鹿児島大 大　阪･鹿屋体育大

4×100mR 鹿屋体育大A 41.80 鹿児島ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 42.61 鹿児島大 43.00 ＴＮО 43.80 鹿屋体育大B 45.74

   斉藤　静真(3)    松葉口　浩太    吉田　圭佑(4)    新屋敷　竜太    山本　健太(2)

   中野　大輝(3)    西方　竜太郎    安武　祐貴    平田　俊幸    白井　雅大(3)

   伊賀野  大(3)    児玉　安昭    麓　大輔(4)    井形　亮    合庭　滉一(3)

   松井　俊樹(4)    内田　大介    小田　琢也(4)    貴島　宏太    西山　尚伸(4)

走幅跳 中島　健(1)   6m88 南田　隼也(M2)   6m57 中野　友貴   6m55 新留　研   6m40 原田　太   6m21

鹿児島･志學館大 +1.6 熊　本･鹿児島大 +1.2 鹿児島･ISC陸上ｸﾗﾌﾞ +1.4 鹿児島･ﾆｰﾄﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ +0.9 鹿児島･松陽A・C +0.7

ハンマー投 成田　智春  48m70

鹿児島･鹿児島陸協

やり投 堀之内　精輝  58m35 原口　直樹(1)  40m62

鹿児島･イケダパン 鹿児島･志學館大

高 200m 白石　黄良々(2) 22.14 川畑　慎吾(3) 22.64 藤﨑　泰貴(2) 22.94 松井　智(3) 23.01 大槇　悠介(3) 23.11 新井　元気(2) 23.13 有田　英典(3) 23.22 宮内　太一(3) 23.24

校 出水商高 -1.2 鹿児島南高 -1.2 甲南高 -1.2 川薩清修館高 -1.2 種子島中央高 -0.6 国分中央高 -1.2 松陽高 -0.9 岩川高 +0.0
800m 田熊　慎(3)  1:58.56 中村　健人(2)  1:59.61 馬場　貴之(3)  2:00.21 岡田　一星(3)  2:00.33 今村　隆盛(2)  2:00.65 崎山　竜希(2)  2:00.83 土谷　穂高(3)  2:01.56 郡山　大樹(3）  2:01.56

鹿児島城西高 鹿児島城西高 武岡台高 鹿児島城西高 鹿児島城西高 松陽高 鹿児島情報高 鶴翔高

400mH 有田　英典(3) 55.08 松下　凌(2) 55.24 田之上　陵(3) 58.19 土岐　大翔(3) 58.63 下島　佳(3) 59.39 前田　紘毅(2) 59.51 寺田　良介(3)  1:02.20 地頭所　和希(3)  1:02.25

松陽高 鹿児島高 鹿児島南高 鹿児島商高 甲南高 鹿児島商高 鹿児島情報高 鹿児島商高

4×100mR 甲南高 43.06 鹿児島高A 43.07 国分中央高A 43.32 鹿児島南高A 43.51 松陽高A 43.53 出水商高 43.89 岩川高 43.99 鹿児島高B 44.13

   野口　佳祐(3)    佐藤　尚人(2)    髙橋　李生(2)    前田　祥太郎(3)    栗毛野　駿(2)    東野　翼(3)    宮内　太一(3)    谷口　隆成(3)

   藤﨑　泰貴(2)    牟禮　凜夢(3)    新井　元気(2)    川畑　慎吾(3)    有田　英憲(3)    白石　黄良々(2)    泉　拳斗(3)    松下　凌(2)

   畑添　凌也(3)    松田　敬佑(2)    坂本　淳也(3)    山中　光(3)    畠中　智哉(2)    内之浦　凛平(3)    江田　和希(3)    中森　健人(2)

   中田　千尋(3)    久保　敬寛(3)    田中　和樹(3)    角野　健斗(2)    山下　佑介(2)    石崎　諒(3)    山口　泰世(2)    脇　太一(2)

棒高跳 原田　裕(3) 3m50 古川　瑞姫(1) 3m30 上穂木　翼(3) 3m30 田口　碩大(2) 3m10

鹿児島南高 鹿児島南高 明桜館高 鹿児島中央高

走幅跳 松田　敬佑(2)   6m92 谷口　隆成(3)   6m62 牟禮　凜夢(3)   6m59 前田　祥太郎(3)   6m55 畑中　志洋(3)   6m53 上別府　剛志(2)   6m49 一ノ宮　将彦(2)   6m44 久保　敬寛(3)   6m21

鹿児島高 +2.2 鹿児島高 +1.5 鹿児島高 +2.7 鹿児島南高 +2.0 鹿児島商高 +1.8 鹿児島商高 +1.7 甲南高 +1.5 鹿児島高 +1.8

ハンマー投 井尻　啓太(3)  49m99 黒木　航(3)  45m95 竹下　翔太(3)  42m84 桑代　啓太(3)  41m63 松尾　将太(2)  35m81 中園　天汰(2)  33m21 福山　裕司(2)  33m18 湯之上　蓮(1)  32m27

(6.000kg) 隼人工高 鹿児島商高 鹿児島商高 国分中央高 鹿児島商高 隼人工高 明桜館高 鹿児島商高

やり投 恵島　卓海(2)  60m82 神田　翔大(3)  52m70 福山　裕司(2)  52m02 矢崎　佳輝(2)  51m74 小坪　紫陽(3)  49m54 新屋　雄輝(3)  48m54 前川　寛斉(3)  47m28 羽嶋　咲大郎(2)  45m68

鹿児島玉龍高 鹿児島商高 明桜館高 鹿児島商高 鹿児島商高 加治木工高 鹿児島高専高 加治木高

B200m 折田　歩夢(3) 23.13 東畠　幸(3) 23.41 永田　州哉(3) 23.79 山口　徹也(3) 24.02 米森　亮(3) 24.23 吉永　涼(1) 24.23 中山　望(1) 24.27 吉岡　朋樹(3) 24.42

国分南中 -1.8 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ -1.8 鹿屋東中 -2.3 鹿児島Jr -1.8 鹿児島Jr -1.8 出水高 -1.8 鹿児島南高 -1.8 和田中 -1.9

B砲丸投 湯之上　蓮(1)  12m07 田中　洸成(3)  10m71 松山　太星(3)   9m48 宮脇　絢也(3)   8m48 溜　飛翔(3)   8m16 横山　秀太(3)   6m71 久木留　瑛人(3)   4m69

(5.000kg) 鹿児島商高 鹿児島Jr 青戸中 川内北中 和田中 和田中 川内北中

少
年
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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 200m 﨑向　真夕(3) 25.42 軸丸　望梨(3) 25.89 常法　愛莉 26.57 上野　美津紀(4) 27.85 谷口　穂(2) 29.25 西迫　ゆり瑛(2) 29.29 上村　操希(2) 29.54

子 般 風:-0.4 鹿児島･志學館大 鹿児島･鹿児島大 鹿児島･ＳＣＣ 鹿児島･鹿児島国際大 宮　崎･志學館大 鹿児島･鹿児島国際大 鹿児島･志學館大

800m 宇田津　碧葉(1)  2:28.09 今長谷　那津美(2)  2:32.39

鹿児島･鹿児島国際大 鹿児島･鹿児島大

走高跳 井上　由梨佳 1m40

鹿児島･鹿児島陸協

やり投 池田　美乃里(4)  41m24 寺園　恵美  31m28 横井　美幸(4)  27m82

鹿児島･志學館大 鹿児島･ＳＣＣ 鹿児島･鹿児島大

ハンマー投 大城　李子(3)  51m82

(4.000kg) 鹿児島･鹿屋体育大

4×100mR 鹿児島大 49.98 志學館大 51.49 鹿児島国際大学 51.51

   中村　有希(4)    上村　操希(2)    西迫　ゆり瑛(2)

   軸丸　望梨(3)    谷口　穂(2)    坂中　沙耶花

   宇佐美　里子(4)    大知　初音(1)    上野　美津紀(4)

   早崎　光(2)    﨑向　真夕(3)    船場　瑞月

高 200m 本村　優華(3) 25.41 大漉　真衣(3) 25.47 内村　優紀(2) 26.13 丸山　知夏(3) 26.38 谷村　香菜子(2) 26.64 下満　香菜(3) 26.72 永田　千夏(1) 26.78 馬場　祐莉有(3) 27.05

校 川薩清修館高 -1.2 川薩清修館高 -1.2 鹿児島女高 -1.2 甲南高 -1.2 鶴翔高 -1.0 国分中央高 -1.2 国分中央高 -0.8 甲南高 -1.2

800m 倉岡　奈々(1)  2:12.55 高木　結加（3）  2:16.99 立山　沙綾佳(2) 2:20.49 奥　あぐり(1)  2:21.26 三島　蓮(3)  2:22.49 北村　はるか(3)  2:23.05 諏訪原　鈴華(3)  2:24.62 山﨑　華香(3)  2:25.19

鹿児島女高 鶴翔高 鹿児島女高 樟南高 鹿児島女高 鹿屋高 鹿児島城西高 加世田高

400mH 中釜　佐和子(1)  1:04.70 後藤　聖菜(3)  1:06.91 吉元　佑美香(3) 1:07.27 井上　直子(3)  1:07.31 福岡　めい(3)  1:07.65 浦村　星来(1)  1:07.79 松本　紗弥(2)  1:12.66 田脇　瑠奈(2)  1:14.12

鹿児島高 鹿児島女高 鹿児島女高 武岡台高 鹿児島高 鹿児島高 川内高 鹿児島高

棒高跳

走高跳 鐵丸　美由紀(2) 1m60 餅越　亜由美(3) 1m55 濵田　尚子(1) 1m55 竹井　智咲(3) 1m50 濵田　美沙紀(1) 1m50 田中　月菜(2) 1m45 中島　菜月(3) 1m45 西　由莉絵(3) 1m40

鹿児島女高 鶴翔高 鹿児島女高 甲南高 鹿児島女高 鹿児島高 松陽高 甲南高

同順:山下　菜月(2)

甲南高

ハンマー投 川越　奈々美(3)  35m19 重森　理代(3)  30m75

(4.000kg) 岩川高 鹿児島女高

やり投 岩川　佳菜子(2)  36m84 井手下　なつみ(3)  35m24 松原　美里(2)  34m83 池平　遥香(2)  34m80 野添　夢乃(3)  32m99 篠田　有希乃(3)  30m60 種子島　碧(2)  30m10 德永　あや(2)  29m08

国分中央高 大口明光学園高 出水商高 岩川高 種子島中央高 志布志高 鹿児島女高 岩川高

4×100mR 鹿児島女高A 48.44 川薩清修館高A 48.44 甲南高 49.18 国分中央高 50.14 鹿児島高A 50.43 武岡台高A 50.97 川薩清修館高B 51.21 川内高 51.72

   井上　彩花(2)    溝上　亜梨紗(2)    大瀬　百恵(3)    福田　有紀(3)    野元　桃香(3)    原田　智子(2)    大毛　夏季(2)    中森　美紅(1)

   内村　優紀(2)    大漉　真衣(3)    丸山　知夏(3)    下満　香菜(3)    福岡　めい(3)    井上　直子(3)    甫立　玲菜(2)    尻無　あかり(3)

   森　奈津美(1)    本村　優華(3)    内之倉　由美(2)    久木元　梨菜(1)    中釜　佐和子(1)    菊永　恵梨依(3)    原囿　佳奈(2)    松本　紗弥(2)

   鶴田　玲美(1)    橋元　香奈(2)    馬場　祐莉有(3)    永田　千夏(1)    浦村　星来(1)    須田　彩華(3)    尾崎　杏菜(2)    早崎　晴香(3)

少 B200m 鶴田　玲美(1) 25.94 森　奈津美(1) 26.12 田中　亜季(3) 27.33 上野　南(3) 27.47 楠元　茉優(3) 27.71 冨満　美月(3) 27.77 中園　みずき(1) 27.87 宮下　友希(3) 27.89

年 鹿児島女高 -1.4 鹿児島女高 -1.4 鹿児島Jr -1.4 川内中央中 -1.4 加治木中 -1.9 高尾野中 -1.1 鹿児島女高 -1.9 吉野中 -1.4
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