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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 上野　煌太(1) 18.52 中馬　陸(1) 18.58 笠松　元気(1) 18.98 福峯　純一郎(1) 19.06 平井　弘大(1) 19.29 尾上　晴彦(1) 19.41 鮫島　虎太郎(1) 19.70 矢野　大地(1) 19.87

子 風:-1.7 川畑JR SCC 倉岳ｸﾗﾌﾞ 松下ｸﾗﾌﾞ ISC陸上ｸﾗﾌﾞ 折多陸上ｸﾗﾌﾞ 羽島陸上 高山Jr陸上

ト 2年100m 森田　将巧(2) 16.28 勝田　高文(2) 16.46 外　晃輔(2) 16.52 下田　敬太(2) 16.91 飯牟禮　孔暉(2) 17.00 中窪　日向(2) 17.38 中村　達耶(2) 17.54 新留　宙(2) 17.62

ラ 風:-0.2 米ﾉ津JAC 高山Jr陸上 米ﾉ津JAC ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ ﾁｪｽﾄ伊集院陸上 高山Jr陸上 鹿児島Jr陸上 国分Jr陸上

ッ 3年100m 塩盛　稜太(3) 15.01 竹山　栄一朗(3) 15.41 川上　亮磨(3) 15.44 平　慈源(3) 15.75 牧内　天秀(3) 15.91 黒山　恋獅(3) 16.13 久徳　奏太(3) 16.33 大林　晃搖(3) 16.63

ク 風:-0.3 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 竹山ｸﾗﾌﾞ 高尾野陸上 長島陸上ｸﾗﾌﾞ 阿久根陸上 ISC陸上ｸﾗﾌﾞ 串木野西陸上 吉野東陸上

4年100m 井上　智善(4) 14.90 種田　捷之介(4) 15.19 一條　空音(4) 15.25 前原　駿(4) 15.35 山口　大輝(4) 15.57 東　怜音(4) 15.63 今村　蓮(4) 15.74 大塚　蒼生(4) 16.48

風:-1.0 西原JRC 入来Jrs 国分Jr陸上 高山Jr陸上 鹿児島Jr陸上 春山陸上ｸﾗﾌﾞ 吉野東陸上 阿久根陸上

5年100m 白木　拓馬(5) 13.65 藤崎　隆斗(5) 14.04 瀬崎　勝太(5) 14.09 飯尾　太一(5) 14.46 田代　優晟(5) 14.53 東畠　幸人(5) 14.69 吉村　雄貴(5) 14.70 中村　聖斗(5) 14.83

風:-0.9 高山Jr陸上 米ﾉ津JAC 出水市陸上 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 津村陸上 野田ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 国分Jr陸上 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01

6年100m 矢野　智之(6) 12.96 岩下　新太郎(6) 13.31 祐下　芳輝(6) 13.47 立岡　翼(6) 13.73 鮫島　翔太(6) 13.75 今村　皇陽(6) 13.85 天辰　太一(6) 13.90 的場　将(6) 13.92

風:-0.5 かのやFSC 栗野陸上 串木野西陸上 鹿児島Jr陸上 あいら陸上 高山Jr陸上 下水流陸上 折多陸上ｸﾗﾌﾞ

3・4年 阿久根陸上 A  1:01.41 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ  1:01.70 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01  1:01.94 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上  1:02.18 鹿児島Jr陸上 A  1:03.10 西原JRC  1:03.14 隼人Jr陸上 B  1:04.33 長島陸上ｸﾗﾌﾞ  1:04.89
4×100mR    若松　隆登(4)    中島　知希(3)    白石　恒太(4)    五反田　博翔(4)    中村　悠希(3)    久保田　祐生(3)    小山　瑠士(4)    平　慈源(3)

   大塚　蒼生(4)    小路　翔琉(4)    堀之内　響(4)    瀬戸　一輝(4)    井田　悠潤(4)    郷原　拓海(4)    徳田　玲麻(4)    増田　怜士(3)

   神之田　大翼(4)    橋口　晶太郎(4)    假屋　力輝斗(3)    登尾　佑成(3)    立岡　駿(4)    橋之口　将(3)    坂元　我樺(4)    堀元　彩暉(3)

   倉津　貴久(4)    塩盛　稜太(3)    松尾　翔矢(4)    川﨑　天翔(4)    山口　大輝(4)    井上　智善(4)    山口　翔永(4)    濱口　天聖(3)
5・6年 高山Jr陸上 53.79 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ A 53.93 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上 A 54.20 鹿児島Jr陸上 A 54.63 串木野西陸上 A 54.75 阿久根陸上 A 55.83 粟ｹ窪ｼﾞｭﾆｱ陸上 A 56.12 国分Jr陸上 A 56.34

4×100mR    河野　壱成(6)    飯尾　太一(5)    川﨑　麗央(6)    内　裕雅(6)    岡田　天臣(5)    幸　大介(5)    田原　紳太郎(6)    狩行　紀希(6)

   白木　拓馬(5)    阿多　翔哉(6)    唐仁原　健人(6)    下村　捺希(6)    馬場　莉大(6)    田良島　心(6)    淵田　瑞貴(6)    松元　大地(6)

   市来　健(6)    福島　晶聖(6)    有村　拓巳(6)    中村　滉希(6)    松下　寛実(6)    梶尾　歩夢(6)    田之脇　一平(6)    中村　拓馬(6)

   今村　皇陽(6)    小原　義弘(6)    福元　翔一(6)    立岡　翼(6)    祐下　芳輝(6)    那須　奏音(6)    湯田　周平(5)    吉村　雄貴(5)
男 5・6年走高跳 中村　滉希(6) 1m41 河野　壱成(6) 1m38 有村　拓巳(6) 1m35 物袋　光(6) 1m30 松下　侃太(6) 1m25 下村　翔英(6) 1m20 田之脇　一平(6) 1m15 新開　玄太(5) 1m10

子 鹿児島Jr陸上 高山Jr陸上 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上 いぶすきｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 阿久根陸上 鹿児島Jr陸上 粟ｹ窪ｼﾞｭﾆｱ陸上 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01

フ 4年走幅跳 今村　愁(4)   3m85 山口　翔永(4)   3m75 川﨑　天翔(4)   3m68 瀬戸　一輝(4)   3m52 郷原　拓海(4)   3m36 稲留　一希(4)   3m33 安田　拓未(4)   3m23 出水　海大(4)   3m07

ィ 吉野東陸上 +1.4 隼人Jr陸上 +0.9 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上 +1.4 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上 +1.1 西原JRC +1.1 太陽SC忍者ｸﾗﾌﾞ +1.0 ふくひらJAC +1.8 下水流陸上 +1.4

｜ 5年走幅跳 新留　陸(5)   4m16 森田　雄也(5)   4m13 西牟田　駿(5)   3m99 中島　琢登(5)   3m88 湯田　周平(5)   3m84 太田　晶景(5)   3m82 肱岡　望来(5)   3m80 森吉　慶(5)   3m79

ル 国分Jr陸上 +0.0 米ﾉ津JAC +1.1 野田陸上 +0.0 あいら陸上 +0.9 粟ｹ窪ｼﾞｭﾆｱ陸上 +0.0 SCC +0.6 下水流陸上 +1.1 吉野東陸上 +1.1

ド 6年走幅跳 下村　捺希(6)   4m83 栗屋　大夢(6)   4m74 中村　拓馬(6)   4m49 狩行　紀希(6)   4m42 淵田　瑞貴(6)   4m41 新留　一輝(6)   4m15 宮之原　滉太(6)   4m13 濵田　大史(6)   3m98

鹿児島Jr陸上 +0.8 山都JRC +2.5 国分Jr陸上 +1.0 国分Jr陸上 +1.5 粟ｹ窪ｼﾞｭﾆｱ陸上 -0.6 SCC +0.6 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 +0.6 国分Jr陸上 -0.2
5年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 甫立　大地(5)  60m45 新有留　涼太(5)  44m98 山口　裕輝(5)  41m08 中原　胡太郎(5)  35m42 日高　尚人(5)  35m27 岩本　裕貴(5)  34m32 東　悠斗(5)  32m55 宮部　陽光(5)  22m11

さつま柏原 NGR 西原JRC 生福陸上 阿久根陸上 清水陸上 鹿児島Jr陸上 粟ｹ窪ｼﾞｭﾆｱ陸上 太陽SC忍者ｸﾗﾌﾞ

6年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 新有留　優斗(6)  64m81 田代　優翔(6)  61m17 唐仁原　健人(6)  57m61 登尾　秀之介(6)  56m16 福地　玲夢(6)  55m29 上迫　士夏(6)  54m30 塗木　崇史(6)  49m99 神之田　真紘(6)  44m86

西原JRC 津村陸上 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上 野田ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 知覧ｿﾌﾄ いぶすきｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 知覧ｿﾌﾄ 阿久根陸上

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 田中　樹乃(1) 18.15 宮久保　柊(1) 18.20 新納　伊織(1) 18.29 半田　一巴(1) 18.41 川﨑　香奈美(1) 18.70 神田　美咲(1) 18.71 米倉　陽菜(1) 18.75 鶴田　かりん(1) 19.03

子 風:-0.3 SCC 高山Jr陸上 鹿児島Jr陸上 大口ｽｲﾑﾗﾝ 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上 春山陸上ｸﾗﾌﾞ 山川利永ｸﾗﾌﾞ 枕崎陸上ｸﾗﾌﾞ

ト 2年100m 笠松　友夏(2) 17.12 楮山　世來(2) 17.28 福田　桃花(2) 17.39 松木　桃愛(2) 17.44 若吉　ひより(2) 17.83 坂元　瑠菜(2) 17.88 中須　愛麻(2) 18.05 石元　亜祐実(2) 18.10

ラ 風:-0.6 倉岳ｸﾗﾌﾞ 羽島陸上 米ﾉ津JAC 吉野東陸上 さつま柏原 阿久根陸上 さつま柏原 長島陸上ｸﾗﾌﾞ

ッ 3年100m 川原　千佳(3) 16.13 片野坂　瑞希(3) 16.59 下野　みのり(3) 16.60 南　早智(3) 16.67 栫　美咲(3) 16.89 赤塚　琴菜(3) 17.08 山内　琳加(3) 17.18 末田　莉子(3) 17.73

ク 風:-0.2 SCC 高尾野陸上 SCC いぶすきｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 太陽SC忍者ｸﾗﾌﾞ 太陽SC忍者ｸﾗﾌﾞ 下水流陸上 折多陸上ｸﾗﾌﾞ

4年100m 成松　莉子(4) 15.19 寺地　しい(4) 15.34 冨満　優女(4) 15.43 住吉　紗羽(4) 15.60 福迫　姫花(4) 15.65 前田　遙花(4) 15.74 田之頭　あかり(4) 15.88 福崎　ゆず(4) 16.07

風:-1.0 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 出水市陸上 高尾野陸上 太陽SC忍者ｸﾗﾌﾞ 高山Jr陸上 高山Jr陸上 粟ｹ窪ｼﾞｭﾆｱ陸上 ISC陸上ｸﾗﾌﾞ

5年100m 上原　央詩(5) 14.59 山内　李美(5) 14.67 　　　大野　真季(5) ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 14.76 前田　知伽(5) 15.13 吉岡　愛生(5) 15.14 大塚　茉璃乃(5) 15.15 田實　鈴香(5) 15.15

風:+2.1 高山Jr陸上 ISC陸上ｸﾗﾌﾞ 同順：川口　絵里子(5) ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 高尾野陸上 SCC 高山Jr陸上 SCC

6年100m 下田　稚奈(6) 13.27 幾　真希(6) 13.74 池畑　若葉(6) 14.01 小嵜　由真(6) 14.18 前田　光希(6) 14.18 　　　牧　風樺(6) 野田陸上 14.30 平田　杏夏(6) 14.50

風:-0.9 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 津村陸上 SCC 長島陸上ｸﾗﾌﾞ 串木野西陸上 同順：指宿　玲那(6) さつま柏原 SCC

3・4年 高山Jr陸上 A  1:01.13 阿久根陸上 A  1:02.70 高尾野陸上 A  1:02.75 太陽SC忍者ｸﾗﾌﾞ  1:03.50 出水市陸上 A  1:03.63 ISC陸上ｸﾗﾌﾞ  1:04.22 鹿児島Jr陸上 A  1:04.67 かのやFSC  1:04.77
4×100mR    神田　友希(4)    小牧　茉央(4)    福永　柚未香(4)    大谷　萌恵(4)    寺地　しい(4)    折尾　文香(4)    仁賀　百香(4)    川畑　茉央(3)

   福迫　姫花(4)    君島　里歩(4)    冨満　優女(4)    栫　美咲(3)    外山　小真智(4)    谷口　茅乃(4)    上山　未梨美(4)    榎谷　吏織(4)

   福盛　陽菜(4)    花田　美咲(4)    遠矢　楓(4)    中園　心晴(4)    志築　僮子(4)    平井　弥可(4)    麓　芽衣(4)    重田　悠里(4)

   前田　遙花(4)    郡山　桃華(4)    前田　愛奈(4)    住吉　紗羽(4)    川上　叶子(4)    福崎　ゆず(4)    永野　愛佳(4)    山下　藍(4)
5・6年 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ A 54.21 串木野西陸上 A 54.55 隼人Jr陸上 A 56.03 吉野東陸上 A 56.23 鹿児島Jr陸上 A 56.32 高尾野陸上 A 56.40 高山Jr陸上 A 57.47

4×100mR    川口　絵里子(5)    野元　優理(6)    松下　あやの(6)    中森　笑弥楽(6)    松澤　李夏(6)    竹元　咲(5)    宮久保　楓(5)

   松元　美樹(6)    岡田　菜野(6)    塩福　莉音(6)    名越　悠々子(6)    山下　美恋(6)    前田　知伽(5)    田中　月(5)

   山﨑　千聖(6)    久徳　遥(6)    堀切　真帆(6)    山下　純怜(6)    塗木　さくら(6)    入尾野　朔良(6)    大塚　茉璃乃(5)

   下田　稚奈(6)    前田　光希(6)    西　美里(6)    松木　藍美(6)    竹原　瑠花(6)    冨満　朝夏(6)    上原　央詩(5)
女 5・6年走高跳 田中　悠梨(5) 1m20 羽矢崎　友香(6) 1m15 岩元　なな(5) 1m15 　　　村田　なづ菜(6) SCC 1m15 原村　向夏(5) 1m10 同順:吉永　菜乃(5) 1m10 谷口　椎那(6) 1m10
子 米ﾉ津JAC 鹿児島Jr陸上 高山Jr陸上 同順：濵田　天蘭(6) 国分Jr陸上 太陽SC忍者ｸﾗﾌﾞ ISC陸上ｸﾗﾌﾞ ISC陸上ｸﾗﾌﾞ
フ 4年走幅跳 上村　沙耶(4)   3m87 福田　こころ(4)   3m32 濵田　紗也子(4)   3m26 義山　莉々(4)   3m14 井上　ひらり(4)   3m11 牧　美颯(4)   3m02 重田　悠里(4)   3m01 折尾　文香(4)   2m99

ィ 南九州ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ +0.1 ﾁｪｽﾄ伊集院陸上 +1.0 鹿児島Jr陸上 +1.1 SCC +1.9 西原JRC +0.4 野田陸上 +0.9 かのやFSC +1.6 ISC陸上ｸﾗﾌﾞ +1.4

｜ 5年走幅跳 寺本　有里香(5)   4m18 田中　月(5)   4m10 竹元　咲(5)   3m94 寺尾　綾華(5)   3m90 久保　衣里(5)   3m90 冨永　明来映(5)   3m88 平尾　弥吏(5)   3m87 早﨑　彩乃(5)   3m66

ル 杉上ｸﾗﾌﾞ +0.8 高山Jr陸上 +1.1 高尾野陸上 +0.9 かのやFSC +0.6 国分Jr陸上 +1.6 長島陸上ｸﾗﾌﾞ +0.5 大口ｽｲﾑﾗﾝ +2.0 SCC -0.1

ド 6年走幅跳 竹原　瑠花(6)   4m58 平　実奈(6)   4m57 冨満　朝夏(6)   4m55 川島　芽依(6)   4m41 久保木　明梨(6)   4m40 松澤　李夏(6)   4m34 山下　純怜(6)   4m04 入尾野　朔良(6)   3m96

鹿児島Jr陸上 +0.5 国分Jr陸上 +1.3 高尾野陸上 +1.6 栗野陸上 +1.0 国分Jr陸上 +1.2 鹿児島Jr陸上 +0.4 吉野東陸上 -0.9 高尾野陸上 +1.3
5年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 西窪　千尋(5)  56m10 吉田　愛(5)  41m01 永山　奈緒美(5)  40m32 野村　侑衣(5)  38m68 平　花織(5)  34m29 高野　真帆(5)  34m28 榎園　彩華(5)  30m60 川床　菜々美(5)  27m59

帖佐野球 NE5 NGR 通山陸上 高山Jr陸上 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ陸上 野田陸上 吉野東陸上 国分Jr陸上 松ヶ浦ｼﾞｭﾆｱ陸上

6年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 田原　なるみ(6)  48m61 太田　華乃(6)  40m83 川路　ひかり(6)  33m90

粟ｹ窪ｼﾞｭﾆｱ陸上 さつま柏原 鹿児島Jr陸上

EPR:県小学生タイ記録
NGR:大会新記録

EGR:大会タイ記録


