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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 110mH 西方　竜太郎 14.83 宮村　匠(2) 17.21 若杉　士擁才(2) 17.41

子 般 風:+1.7 鹿児島AC 鹿児島大 鹿児島大

3000mSC 三牧　真也(3)  9:29.18 中園　陸人(1)  9:38.51 松永　健太(2)  9:46.91 引地　剛  9:49.07 大丸　翔(4)  9:51.05 水谷　春介(3)  9:54.79 米田　瑛久(4)  9:56.84 新原　和真(3) 10:04.61

第一工業大 志學館大 第一工業大 京セラ鹿児島 第一工業大 志學館大 鹿児島大 鹿児島国際大

4×400mR 鹿児島大学A  3:25.14 鹿児島大学B  3:29.59 Babbino Compare 3:33.60

   豊　竜誠(3)    吉岡　啓夢(3)    平田　俊幸

   早田　正和(2)    西牟田　天嗣(3)    園田　健太

   若杉　士擁才(2)    豊留　雅也(2)    濱崎　龍一

   冨永　拓臣(4)    宮村　匠(2)    室田　竜也

走高跳 山中　亮磨(3) 2m10 安藤　圭祐 1m85 原田　達也 1m75 有川　詳太 1m70

鹿屋体育大 鹿児島陸協 鹿児島陸協 Babbino Compare

高 110mH 前田　紘毅(3) 14.98 濵野　大航(3) 15.81 矢﨑　佳輝(3) 16.50 山浦　一晟(2) 16.66 南　幸生(3) 16.67 川口　洸太(3) 16.72 栗毛野　駿(3) 17.04 岡元　優樹(3) 17.07

校 鹿児島商高 +0.2 鹿児島南高 +0.2 鹿児島商高 +0.2 鶴丸高 +1.7 鹿児島商高 +1.7 鶴丸高 +0.2 松陽高 +0.2 鹿児島商高 +1.0

3000mSC 藤崎　真伍(3)  9:33.40 南　俊希(2)  9:39.63 大友　翔太(3)  9:41.69 古市　峻大(2)  9:43.99 赤塚　圭(3)  9:51.28 三重　悠晟(2)  9:51.44 上田　直人(3)  9:51.55 龍田　優斗(3) 10:07.90

鹿児島実高 鹿児島城西高 鶴翔高 鹿児島工高 樟南高 樟南高 指宿商高 鹿児島商高

4×400mR 鹿児島高A  3:21.85 松陽高A  3:25.43 甲南高  3:26.62 鶴丸高  3:28.09 鹿児島南高A  3:28.62 鹿児島高B  3:28.92 鹿児島商高B  3:29.73 鹿児島商高A  3:30.04

   福山　直樹(2)    山下　佑介(3)    中尾　凜併(3)    山上　純直(3)    村岡　純(3)    山里　和也(2)    桐野　友樹(2)    川宿田　光毅(3)

   川田　康輔(2)    末永　拓也(2)    藤﨑　泰貴(3)    前田　理貴(2)    角野　健斗(3)    中間　義博(2)    上別府　剛志(3)    濵畑　龍生(3)

   安栖　遼太郎(3)    栗毛野　駿(3)    横山　毅仁(2)    吉村　和樹(2)    大久保　勇(3)    阪本　直輝(1)    前田　一誠(3)    前田　紘毅(3)

   松下　凌(3)    畠中　智哉(3)    松坂　康大(3)    住吉　康大(3)    仲村　樹(3)    中森　健人(3)    長瀬　絃人(2)    土師　幸大(3)

走高跳 上別府　剛志(3) 1m95 加治屋　圭大(1) 1m90 大上　拓海(1) 1m85 安栖　遼太郎(3) 1m80 　　　森本　倫太郎(4) 鶴丸高 1m75 兒島　侑樹(3) 1m75 赤﨑　慎治(3) 1m70

鹿児島商高 鹿児島高 国分中央高 鹿児島高 同順：日髙　彪悟(3) 鹿児島南高 鹿児島中央高 加世田高

少 3000m 友生　貴大(1)  8:46.50 茅野　雅博(1)  8:55.00 安藤　主税(1)  8:55.15 石山　大輝(1)  8:56.93 久保　拓海(1)  8:57.50 古江　治夏(1)  8:59.86 河東　寛大(1)  9:02.28 重留　昂洋(1)  9:04.16

年 鹿児島高 鶴翔高 鹿児島実高 指宿商高 樟南高 鹿児島城西高 樟南高 鹿児島実高

Ｂ 110mJH 井手口　拓海(1) 16.98 下野　陽(1) 17.09 吉﨑　大祐(1) 18.07 原囿　圭佑(3) 19.00 城戸　康成(3) 19.19 中川　隆成(3) 19.97 岩元　駿介(3) 20.31 小野原　蒼(1) 20.74

松陽高 +1.6 鹿児島南高 +0.8 松陽高 +0.8 川内北中 +1.6 米ノ津中 +1.6 国分南中 +0.8 鹿屋中 +0.8 鹿児島商高 +0.8

中 4×100mR 万世中 46.53 帖佐中 46.58 吉野中 47.84 谷山中 47.92 出水中 47.96 川内北中 48.02 鹿屋東中 48.16 隼人中 48.20

学    弥栄　凪人(3)    樫山　翔(3)    上曽山　駿介(2)    馬水　新人(2)    吉野　晴喜(2)    上園　昴央(2)    篠原　豪(3)    山田　蓮(3)

   坂上　優斗(3)    米丸　康平(2)    馬場園　知哉(3)    市來　拓(3)    岡本　将輝(2)    植村　慧也(3)    杉浦　楓真(2)    海江田　竜生(2)

   本村　優芽(3)    地德　明哉(3)    上畠　勇太郎(3)    池本　理央(3)    内田　響(2)    原囿　圭佑(3)    深田　琉太(3)    満永　光貴(2)

   蓑茂　愛光(3)    寺地　元輝(3)    大久保　宥紀(2)    麻生　幹雄(3)    高久　諄哉(2)    丸尾　日向(2)    北村　遥大(3)    松村　陸(2)

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 樫山　翔(3)  48m41 篠原　豪(3)  42m68 山上　海(3)  42m51 土屋　雄大(3)  41m88 市來　拓(3)  41m28 今吉　遼(3)  39m77 大久保　宥紀(2)  35m98 今西　昂大(2)  35m21

帖佐中 鹿屋東中 鴨池中 南中 谷山中 帖佐中 吉野中 帖佐中

四種競技 瓜田　蒼(3)  2300 市來　拓(3)  2217 井田　龍之介(3)  2038 小磯　良太(3)  2012 馬場園　知哉(3)  1907 蓑茂　愛光(3)  1817 豊森　康平(3)  1775 篠原　豪(3)  1654

第一鹿屋中 *C1 谷山中 *C1 伊敷台中 *C1 吉野東中 吉野中 *C1 万世中 *C1 桜丘中 鹿屋東中

17.44（+2.2）-13ｍ26 16.09（+2.2）-10ｍ16 15.96（+2.2）-9ｍ95 16.94（+2.0）-8ｍ88 15.94（+2.2）-6ｍ51 16.12（+2.2）-7ｍ12 18.33（+0.7）-10ｍ27 19.25（+0.7）-7ｍ53

1ｍ72-58.17 1ｍ60-56.63 1ｍ50-59.54 1ｍ50-55.66 1ｍ40-55.70 1ｍ35-57.53 1ｍ40-1.02.18 1ｍ63-1.01.41

小 4×100mR 阿久根陸上A 54.97 串木野西陸上 56.10 国分Jr陸上 56.15 出水市陸上A 56.59 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞA 56.73 春山陸上A 57.46 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01A 57.60 吉野東 58.42

学    大塚　蒼生(5)    草留　蓮也(6)    一條　空音(5)    瀬崎　勝太(6)    竹山　栄一朗(4)    東　伶音(5)    堀之内　響(5)    今村　蓮(5)

   西牟田　駿(6)    岡田　天臣　(6)    吉留　毅人(6)    平藪　慎海(6)    塩盛　稜太(4)    田中　一成(6)    中村　聖斗(6)    野村　昂世(6)

   幸　大介(6)    篠原　大輝(6)    新留　陸(6)    松本　陸生(6)    小路　翔琉(5)    永井　湧育(6)    中間　響(6)    森吉　慶(6)

   中原　胡太郎(6)    榎木　絢翔(6)    吉村　雄貴(6)    松永　龍佳(6)    飯尾　太一(6)    大川　隼人(6)    寺園　拓眞(6)    櫻井　泰靖(6)

＊C1：追い風参考
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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 400m 尾ノ上　千夏(2)  1:02.94 今長谷　那津美(3)  1:04.02

子 般 鹿児島大 鹿児島大

4×400mR 鹿児島大学  4:04.32

   早崎　光(3)

   軸丸　望梨(4)

   尾ノ上　千夏(2)

   今長谷　那津美(3)

走幅跳 藥丸　満里奈(1)   4m83

志學館大 +2.2

高 400m 久松　未季(3) 59.22 永田　千夏(2) 59.50 倉岡　さくら(3) 59.77 伊藤　明日香(3)  1:00.08 土岐　実来(1)  1:01.28 白石　ひなた(2)  1:01.33 岩下　真理亜(2)  1:01.83 大林　真弥(2)  1:02.00

校 松陽高 国分中央高 鹿児島女高 松陽高 鹿児島高 鹿児島女高 出水商高 出水商高

100mH 竹之下　晴子(2) 15.40 山口　優萌(1) 16.11 馬場　心(3) 16.32 田中　月菜(3) 16.33 松田　美優(3) 16.43 松本　紗弥(3) 16.52 田脇　瑠奈(3) 16.81 浦村　星来(2) 16.98

鶴丸高 +1.0 加治木高 +0.2 鹿児島南高 +1.0 鹿児島高 +1.0 大口明光学園高 +1.0 川内高 +1.0 鹿児島高 -0.7 鹿児島高 +1.0

4×400mR 鹿児島女高  4:03.36 松陽高  4:03.92 川薩清修館高  4:06.56 出水高  4:09.38 川内高  4:12.92 鹿児島高A  4:13.44 国分中央高  4:18.35 鹿屋高  4:20.80

   白石　ひなた(2)    伊藤　明日香(3)    橋元　香奈(3)    内田　実来(3)    中森　美紅(2)    田脇　瑠奈(3)    黒木　まりん(2)    池田　優衣(2)

   内村　優紀(3)    久松　未季(3)    甫立　玲菜(3)    岩井　綾乃(2)    落口　七海(2)    田中　月菜(3)    永田　千夏(2)    前田　紗也佳(2)

   倉岡　さくら(3)    竹本　楓(3)    尾﨑　杏菜(3)    高橋　菜々(2)    松本　紗弥(3)    土岐　実来(1)    久冨木原　風音(2)    永田　美輝(3)

   鶴田　玲美(2)    由本　真子(3)    溝上　亜梨紗(3)    千年原　友香(2)    松本　七虹(1)    根井　佳菜子(3)    久木元　梨菜(2)    山根　梨代(3)

走幅跳 内之倉　由美(3)   5m77 井上　彩花(3)   5m42 田中　亜季(1)   5m34 内田　実来(3)   5m18 中森　美紅(2)   5m07 原田　里香(1)   5m03 田中　月菜(3)   5m03 千年原　友香(2)   4m96

甲南高 +1.3 鹿児島女高 +2.7 鹿児島高 +1.3 出水高 +1.4 川内高 +0.6 甲南高 +0.7 鹿児島高 +1.9 出水高 -0.6

100mYH 鮫島　唯菜(3) 16.19 内山　紋光(3) 16.36 神窪　愛(1) 16.89 冨満　美月(1) 16.91 海江田　実結(3) 17.94 日髙　菜月(3) 18.17 井上　莉沙(3) 19.09 橋野　みなみ(3) 20.12

出水中 +0.2 宮之城中 +0.2 鹿児島高 +0.4 松陽高 +0.2 伊集院中 +0.4 和田中 +0.2 和田中 +0.2 紫原中 +0.4

中 4×100mR ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 50.48 出水中 51.29 ISC陸上ｸﾗﾌﾞ 51.62 紫原中 52.27 阿久根中 52.49 津村陸上 52.52 SCC 52.70 加治木中 52.95

学    植村　友美(3)    吉盛　天音(3)    中村　優希(2)    山口　百香(3)    垂門　杏夢瑠(2)    北村　杏理(2)    山下　萌(3)    中山　きなり(2)

   下田　稚奈(1)    鮫島　唯菜(3)    折尾　夏海(2)    江﨑　向日葵(2)    出口　由紀(3)    幾　真希(1)    髙木　美桜乃(3)    楠元　莉瑚(2)

   山﨑　千聖(1)    脇田　佳奈(2)    廣森　愛乃(2)    丸山　果林(3)    川原　夕奈(3)    二ッ森　華鈴(2)    鶴田　詩帆(3)    東　真希(3)

   福田　英(2)    釣屋　心(2)    森川　夏美(3)    盛田　愛莉(2)    中村　菜々美(3)    赤塚　海音(3)    久野　ローレン美音(2)    迫田　夢乃(3)

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 吉田　夏菜(3)  38m05 前原　美咲(3)  37m01 山元　祐季(2)  31m52 久保田　さくら(2)  28m99 加藤　栞(2)  26m40 北村　萌花(3)  26m23 長田　琴乃(3)  26m14 重久　那良(3)  25m51

鹿児島玉龍中 北指宿中 鴨池中 日当山中 帖佐中 帖佐中 出水中 重富中

四種競技 淵田　杏奈(3)  2497 川島　杏純(3)  2135 池田　彩華(3)  2124 迫田　夢乃(3)  2027 東　真希(3)  1729 上野　智佳(3)  1569 日髙　華乃(3)  1563 一氏　絵麗奈(3)  1541

青戸中 鹿児島Jr 和泊中 加治木中 加治木中 城西中 甲南中 青戸中

15.51（+0.1）-1ｍ45 16.93（+0.1）-1ｍ48 16.73（+0.7）-1ｍ45 16.15（+0.7）-1ｍ25 19.41（+0.1）-1ｍ30 19.10（+0.1）-1ｍ20 17.88（+0.7）-1ｍ25 17.77（+0.7）-1ｍ25

7ｍ79-26.31（+0.5） 6ｍ80-28.27（+0.5） 7ｍ76-29.10（+0.5） 6ｍ90-27.85（+0.5） 5ｍ87-27.10（+1.7） 8ｍ08-30.16（+0.5） 5ｍ55-30.32（+0.5） 5ｍ63-30.89（+0.5）

小 4×100mR 高山Jr 56.33 ＩＳＣ陸上A 56.38 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞA 56.92 串木野西陸上 57.94 ＳＣＣ　A 58.65 鹿児島Jr陸上A 58.73 ＩＳＣ陸上B 59.23 太陽ＳＣ忍者 59.36

学    宮久保　楓(6)    山内　李美(6)    川口絵里子(6)    坂元　莉歩(6)    福田　莉々(6)    阿久根　千楓(6)    上久保　さなえ(6)    大谷　萌恵(5)

   大塚　茉離乃(6)    吉永　菜乃(6)    大野　真季(6)    中薗　なつみ(6)    田實　鈴香(6)    永野　愛佳(5)    谷口　茅乃(5)    田栗　怜奈(5)

   田中　月(6)    松尾　優花(6)    中村　綾花(6)    小野原　凛(6)    福留　好未(6)    久留須　彩乃(6)    田原　知菜(6)    中園　心晴(5)

   上原　央詩(6)    福崎　ゆず(5)    成松　莉子(5)    冨永　恵里衣(6)    丸山　凛佳(6)    内田　梨奈(6)    福添　結杏(6)    住吉　紗羽(5)

少
年
B

＊C1：追い風参考


