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日置市伊集院総合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・高校・一般 前田　一誠(3) 11.19 川宿田　光毅(3) 11.34 同順:折田　歩夢(1) 11.34 横山　毅仁(2) 11.36 恒吉　和輝() 11.36 木原　真人 11.37 山里　和也(2) 11.39 平田　俊幸 11.39

子 100ｍ 鹿児島商高 -0.3 鹿児島商高 -0.6 甲南高 -0.3 甲南高 -0.3 ＳＣＣ -0.3 Babbino Compare +2.1 鹿児島高 -0.8 Babbino Compare -0.8

ト 中学1年 出口　静之心(1)  2:20.59 荒武　真也(1)  2:22.06 神薗　竜馬(1)  2:26.88 山下　寛太(1)  2:29.42 山内　健登(1)  2:29.93 脇門　英輔(1)  2:31.86 川崎　夏稀(1)  2:35.31 櫻木　詩音(1)  2:36.50

ラ 800ｍ 東谷山中 末吉ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ISC陸上 隼人中 伊集院北中 東谷山中 大口南中 万世中

ッ 中学2・3年 松山　勇斗(3)  4:23.38 山口　賢助(3)  4:24.28 石神　夏樹(3)  4:27.03 本村　優芽(3)  4:28.54 安藤　大樹(3)  4:30.43 豊平　昂佑(3)  4:32.16 福石　航也(3)  4:32.54 川原　隆平(3)  4:33.04

ク 1500ｍ 東谷山中 伊集院北中 谷山中 万世中 川内中央中 帖佐中 伊集院北中 東谷山中

高校・一般 永田　亮 15:06.16 友生　貴大(1) 15:21.73 田代　直也 15:25.18 中野　弘章 15:27.24 山下　奨平 15:33.86 外山　雅之 15:36.72 石川　徹平 15:38.97 田畑　庸祐 15:40.87

5000ｍ 南薩東京社 鹿児島高 南薩東京社 ＮＴＣ 南薩東京社 日置陸協 南薩東京社 南薩東京社

中学 馬場園　知哉(3) 14.67 佐田　征義(2) 15.03 真邉　竜基(2) 15.16 月迫　聖斗(2) 15.58 立石　海渡(3) 15.59 海江田　竜生(2) 15.73 上園　昂央(2) 15.86 成松　勇貴(2) 16.01

100ｍＨ 吉野中 +1.6 南中 +1.6 南中 +1.6 帖佐中 +0.4 伊敷中 +0.4 隼人中 -1.2 川内北中 +0.4 川内南中 +1.6

男 中学 久保木　春佑(3) 1m85 中村　琳音(3) 1m70 大窪　竜司(3) 1m70 川中　陸(3) 1m70 佐田　征義(2) 1m65 市來　拓(3) 1m60 川口　空良(2) 1m60 末永　康貴(2) 1m50

子 走高跳 鹿児島第一中 万世中 南中 帖佐中 南中 谷山中 帖佐中 鹿児島Jr

フ 同順：市耒　勇輝(3)

ィ 帖佐中

ー 高校 上別府　剛志(3) 2m00 矢﨑　佳輝(3) 1m90 園中　杏汰(2) 1m90 加治屋　圭大(1) 1m80 渡辺　夏希(2) 1m65

ル 走高跳 鹿児島商高 鹿児島商高 甲南高 鹿児島高 松陽高

ド 中学 山上　海(3)   5m74 岩﨑　孝史(3)   5m38 神ノ門　佳音(3)   5m32 貴島　新也(2)   5m20 今村　友哉(2)   5m04 三善　健人(3)   4m99 原囿　圭佑(3)   4m97 姶良　治希(2)   4m91

走幅跳 鴨池中 -1.6 帖佐中 -2.8 国分南中 +0.9 東谷山中 +3.6 万世中 +1.3 桜丘中 +0.7 川内北中 -0.9 帖佐中 -4.1

高校 黒永　祐汰(3)   6m54 栗毛野　駿(3)   6m54 一ノ宮　将彦(3)   6m40 矢﨑　佳輝(3)   6m36 桐野　友樹(2)   6m34 前田　紘毅(3)   6m33 浜崎　大輔(1)   6m30 安栖　遼太郎(3)   6m28

走幅跳 鹿児島玉龍高 +0.9 松陽高 +2.4 甲南高 -1.7 鹿児島商高 -0.4 鹿児島商高 -0.1 鹿児島商高 -0.6 鹿児島高 +2.0 鹿児島高 +1.1

一般 原田　太   6m42 中野　友貴   6m41 平　裕一郎   6m39

走幅跳 ＳＡＣ -1.3 Babbino Compare +1.7 Babbino Compare -2.1

中学 岩﨑　孝史(3)  11m80 大窪　竜司(3)  11m40 中村　琳音(3)  11m38 神ノ門　佳音(3)  11m23 弥栄　凪人(3)  10m87 麻生　幹雄(3)  10m14 今村　友哉(2)   9m94 今給黎　将斗(3)   9m89

三段跳 帖佐中 -4.2 南中 -0.2 万世中 -0.8 国分南中 +1.7 万世中 -1.1 谷山中 +0.3 万世中 -0.9 桜丘中 -1.2

高校 岡元　優樹(3)  13m11 桐野　友樹(2)  12m98 工　昂平(3)  12m90 一ノ宮　将彦(3)  12m84 池野　郁洋(2)  12m63 濵畑　龍生(3)  11m94 莚平　翼(2)  11m93 福元　翔大(3)  11m61

三段跳 鹿児島商高 -1.3 鹿児島商高 -1.5 薩南工高 -1.4 甲南高 +0.1 松陽高 -3.0 鹿児島商高 -3.4 末吉高 +4.0 鹿児島中央高 +0.9

中学 松永　航季(3)   9m47 平　歩夢(3)   8m64 樫山　翔(3)   8m54 宮崎　魁應(2)   8m15 尾之上　駿之介(3)   7m71 永吉　健人(2)   7m65 池本　理央(3)   7m44 福滿　将(2)   7m32

砲丸投(5.000Kg) 伊集院北中 川内北中 帖佐中 川内北中 川内中央中 東谷山中 谷山中 川内北中

高校 寺脇　武流(3)  37m93 湯之上　蓮(2)  37m04 松尾　将太(3)  35m44 杉浦　拓海(3)  33m67 森　祐人(2)  29m10 田中　洸成(1)  28m63 田中　一気(3)  26m97 落合　弘男(3)  26m68

円盤投(1.750Kg) 国分中央高 鹿児島商高 鹿児島商高 鹿児島東高 鹿児島玉龍高 鹿児島南高 鹿児島商高 鹿児島高

一般 桑代　啓太(1)  38m46

円盤投(2.000Kg) 鹿児島･徳山大

高校 湯之上　蓮(2)  51m11 松尾　将太(3)  46m41 中園　天汰(3)  45m03 山中　心(2)  34m37 石村　健太郎(3)  32m92 田中　一気(3)  27m66

ハンマー投 鹿児島商高 鹿児島商高 隼人工高 鹿児島南高 鹿児島東高 鹿児島商高

高校 恵島　卓海(3)  59m61 崎野　優介(2)  50m01 安栖　遼太郎(3)  47m40 松山　海人(3)  47m10 中山　晃貴(3)  44m58 森　博希(2)  40m79 福山　直樹(2)  37m88 橋口　拓真(3)  37m83

やり投 鹿児島玉龍高 国分中央高 鹿児島高 川薩清修館高 鹿児島中央高 松陽高 鹿児島高 鹿児島南高

一般 鎌田　隼人(2)  56m42

やり投 鹿児島大

女 中学・高校・一般 中園　みずき(2) 13.09 溝上　亜梨紗(3) 13.09 鶴田　玲美(2) 13.10 迫田　夢乃(3) 13.12 折尾　夏海(2) 13.16 東　真希(3) 13.23 出水　佳南子(2) 13.26 内之倉　由美(3) 13.29

子 100ｍ 鹿児島女子高 +1.1 川薩清修館高 +1.1 鹿児島女子高 -4.8 加治木中 +1.1 ISC陸上 -1.1 加治木中 +1.1 鹿児島女子高 +1.0 甲南高 -4.8

ト 中学 平田　歩弓(2)  2:24.90 坂元　想(3)  2:28.16 飛松　はづき(2)  2:29.48 塩福　莉音(1)  2:29.91 福留　佳南(2)  2:30.67 上野　智佳(3)  2:30.74 松田　奈津音(2)  2:31.94 笹川　樹乃(3)  2:32.06

ラ 800ｍ 隼人中 帖佐中 隼人中 鹿児島第一中 吉野中 城西中 隼人中 東谷山中

ッ 高校・一般 立山　沙綾佳(3) 10:03.37 前田　千尋(3) 10:05.84 濱村　咲良(1) 10:14.69 小原　諒子(3) 10:18.80 安藤　有沙(2) 10:33.56 上大迫　みなみ(3) 10:35.94 三川　夕輝(1) 10:36.40 久保　愛結美 10:37.56

ク 3000ｍ 鹿児島女子高 鹿児島女子高 鹿児島女子高 鹿児島女子高 鹿児島女子高 鹿児島女子高 鹿児島女子高 鹿児島銀行

中学 廣森　愛乃(2) 13.13 冨永　莉沙(2) 13.15 山下　永莉子(2) 13.92 永田　敦美(2) 14.13 前田　美夕(2) 14.14 田上　未空(2) 14.33 草ノ瀬　梨那(2) 14.40 岸本　遥(1) 14.62

80ｍＨ ISC陸上 +2.7 川内北中 +2.7 隼人中 +2.7 宮之城中 +3.6 吉野中 +3.2 川内北中 +2.7 谷山中 +2.7 川内北中 +3.2

中学 内山　紋光(3) 16.51 海江田　実結(3) 16.84 迫田　夢乃(3) 17.06 山下　沙織(3) 18.18 一氏　絵麗奈(3) 18.47 東　真希(3) 19.15 伊地知　麻加(3) 19.50 田中　まひろ(3) 19.71

100ｍＨ 宮之城中 -1.7 伊集院中 -0.7 加治木中 -1.7 隼人中 -0.7 青戸中 -1.7 加治木中 -1.7 谷山中 -1.7 谷山中 -1.7

女 中学 井手上　華鈴(3) 1m40 田中　まひろ(3) 1m40 才口　真由(3) 1m40 田中　由香里(2) 1m40 　　　中山　きなり(2) 加治木中 1m35 小野　愛那(2) 1m30 田口　朋実(2) 1m30

子 走高跳 伊集院中 谷山中 東谷山中 帖佐中 同順：水流　かほり(3) 伊集院中 川内中央中 隼人中

フ 高校 鐵丸　美由紀(3) 1m65 馬原　美紅(1) 1m60 牧野　奏子(3) 1m60 山下　菜月(3) 1m55 山口　華奈(3) 1m55 　　　野間　風香(2) 松陽高 1m50

ィ 走高跳 鹿児島女子高 松陽高 甲南高 甲南高 鹿児島女子高 同順：坂口　菜々美(1) 松陽高
ー 同順：濱田　美沙希(2) 鹿児島女子高

ル 一般 井上　由梨佳 1m40

ド 走高跳 ＳＣＣ

中学 松原　未夢(3)   5m21 中村　優希(2)   4m89 川島　杏純(3)   4m88 松澤　咲彩(3)   4m74 山下　永莉子(2)   4m73 松本　果恋(3)   4m31 加藤　栞(2)   4m28 安栖　真衣香(2)   4m26

走幅跳 谷山中 -0.2 ISC陸上 +1.4 鹿児島Jr +0.8 鹿児島Jr +1.1 隼人中 -0.7 東谷山中 -2.8 帖佐中 -2.4 鹿児島Jr -0.9

中学 末吉　美帆(3)  10m44 伊地知　麻加(3)   9m66 市川　実咲(3)   9m03 松本　果恋(3)   8m85 伊東　由佳理(3)   7m86 平　愛梨(2)   7m57 宮脇　椋子(2)   6m98 清敷　晴加(3)   6m95

砲丸投(2.721Kg) 吉田南中 谷山中 川内中央中 東谷山中 谷山中 川内北中 川内北中 鴨池中

高校 池平　遥香(3)  37m82 瀧田　梨生(3)  37m20 徳永　あや(3)  33m22 久冨　葵(3)  29m88 宮本　千聖(2)  29m50 松﨑　菜桜(1)  28m03 堀ノ内　美鈴(2)  22m06 岩下　栞(2)  15m35

円盤投(1.000Kg) 岩川高 鹿児島東高 岩川高 鹿児島女子高 鹿児島南高 薩南工高 国分中央高 松陽高

一般 金本　由佳(2)  27m79

円盤投(1.000Kg) 鹿児島大

高校 横尾　優季(2)  35m02 迫田　彩花(2)  31m73 松嵜　良菜(2)  31m22 種子島　碧(3)  30m31 田脇　瑠奈(3)  28m91 下窪　瑞生(1)  27m75 田中　月菜(3)  27m67 別府　碧(1)  27m48

やり投 鹿児島南高 国分中央高 甲南高 鹿児島女子高 鹿児島高 鹿児島南高 鹿児島高 曽於高

一般 寺園　恵美  28m30

やり投 ＳＣＣ


