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霧島市国分運動公園陸上競技場

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 山口　賢助(3)  4:20.0 前原　匠(2)  4:23.32 田口　覚都(3)  4:25.9 本村　優芽(3)  4:27.7 竹井　祐貴(3)  4:27.89 岩下　雄哉(3)  4:28.33 安藤　大樹(3)  4:28.6 眞鍋　憲弘(3)  4:29.8

子 伊集院北中 手動 東串良中 重富中 手動 万世中 手動 星峯中 米ノ津中 川内中央中 手動 第一鹿屋中 手動

ッ 一般 1500ｍ 中村　高洋  4:02.79 有馬　啓司  4:05.54 池脇　信也  4:06.39 松木　祐二  4:06.93 櫻木　健太  4:08.99 中野　弘章  4:09.51 森　俊也(2)  4:09.65 別府　魁人(1)  4:10.23

ク 京セラ鹿児島 曽於陸協 出水市消防本部 伊佐駅伝ｸﾗﾌﾞ 曽於陸協 ＮＴＣ 志學館大 第一工業大

ト 少年A 5000ｍ 田中　龍太(3) 14:54.47 櫨木　雄大(2) 15:09.15 吉留　一喬(2) 15:09.26 出木場　風吹(3) 15:24.76 中村　健人(3) 15:25.68 三重　悠晟(2) 15:26.35 森　静哉(3) 15:26.76 藤崎　真伍(3) 15:32.43

ラ 鹿児島実高 鶴翔高 樟南高 鹿児島工高 鹿児島城西高 樟南高 鶴翔高 鹿児島実高

一般 10000ｍ JOHN　KARIUKI(3) 30:18.90 鈴東　千弘 30:21.92 引地　剛 30:22.88 飛松　佑輔 30:26.93 髙田　真樹(3) 30:31.20 永谷　勇介 31:12.82 森　康平(2) 31:15.71 石川　徹平 31:16.45

第一工業大 国分自衛隊 京セラ鹿児島 曽於陸協 第一工業大 京セラ鹿児島 第一工業大 南薩東京社

少年Ａ 5000mW 飯伏　遥己(2) 22:40.99 淵之上　功介(3) 26:49.60 伊瀬知　真生(2) 26:52.26 中島　海樹(2) 29:39.21 川﨑　琳太郎(3) 34:24.59

鹿児島商高 甲南高 鹿児島商高 鹿児島城西高 鹿児島玉龍高

一般 5000mW 吉村　健人(2) 22:45.18

鹿児島国際大

中学2・3年 走幅跳 新豊　航輝(3)   6m11 石原　龍聖(3)   5m89 瓜田　蒼(3)   5m77 蓑茂　愛光(3)   5m67 山上　海(3)   5m49 鞘脇　悠汰(3)   5m27 神ノ門　佳音(3)   5m23 岩﨑　孝史(3)   5m22

国分南中 +0.9 重富中 -0.4 第一鹿屋中 -0.8 万世中 -0.7 鴨池中 -0.9 南中 +0.7 国分南中 +1.0 帖佐中 -0.3

女 中学2・3年 1500ｍ 平田　歩弓(2)  4:47.12 清水　遥加(3)  4:48.47 立山　莉緒(3)  4:51.17 山田　れいり(3)  4:51.96 戸木田　萌(3)  4:53.20 一山　莉那(3)  4:53.40 溝江　悦子(2)  4:54.11 淵田　杏奈(3)  4:57.19

子 隼人中 出水中 横川中 川内中央中 横川中 出水中 加治木中 青戸中

ト 少年Ａ　3000ｍ 安藤　有沙(2) 10:25.7 上大迫　みなみ(3) 10:33.3 中野　佑里乃(3) 10:34.6 福元　美悠(3) 10:39.6 南　直菜子(3) 10:58.1 有里　咲紀(3) 10:59.6 西牧　奈浪(2) 11:02.8 瀨戸　くるみ(3) 11:41.3

ラ 鹿児島女高 鹿児島女高 指宿商高 国分中央高 指宿商高 尚志館高 鹿屋女子高 尚志館高
ッ 一般 5000ｍ 池満　綾乃 17:03.91 吉田　菜月 17:09.86 崎浜　絵美 17:29.11 岩下　和加 17:41.14 宮村　柚里 17:51.16 小村　仁美 18:14.14 十川　桃香       
ク 鹿銀 ナンチク ナンチク ナンチク ナンチク 鹿銀 ナンチク

少年Ａ 5000ｍW 横山　ひろり(3) 26:07.84 松岡　稚夏(3) 34:58.10 内倉　ひかる(3) 30:58.47 竹下　友華(2) 30:58.62
国分中央高 種子島中央高 樟南高 松陽高

中学2・3年 走幅跳 川島　杏純(3)   4m94 山下　永莉子(2)   4m81 松澤　咲彩(3)   4m65 吉盛　天音(3)   4m58 石原　鈴香(2)   4m40 山崎　優里(3)   4m37 福丸　奈緒(3)   4m18 安栖　真衣香(2)   4m18
栗野中 +1.2 隼人中 -0.8 鹿児島Jr +0.8 出水中 +0.1 野田中 +1.3 谷山北中 -1.0 出水中 -0.3 谷山北中 +1.5


