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日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
6/23 100m 中窪　日向（1） 12.03 森田　将巧（1） 12.47 福田　雄大（1） 12.65 松下　琉斗（1） 12.82 今濵　智洋（1） 12.96 岡本　陵汰（1） 13.08 重田　幸輝（1） 13.14 恒吉　優大（1） 13.29

高山中 +0.1 NGR 米ノ津中 +0.1 高尾野中 +0.1 紫原中 +0.1 米ノ津中 +0.1 出水中 +0.1 錦江中 +0.1 東谷山中 +0.1 
6/24 100m 川上　亮磨（2） 11.48 神宮　雄大（2） 11.51 松嶋　碧士（2） 11.62 西元　鈴之進（2） 11.76 今林　優朗（2） 11.79 鮫島　銀太朗（2） 11.95 長渡　遼翔（2） 11.98 大久保　快（2） 12.06

高尾野中 +1.3 重富中 +1.3 帖佐中 +1.3 楠隼中 +1.3 出水中 +1.3 吉野中 +1.3 種子島中 +1.3 谷山北中 +1.3 
6/24 100m 堀之内　陽なた（3） 11.18 立岡　駿（3） 11.32 吉留　皓平（3） 11.47 牧原　慧明（3） 11.60 種田　捷之介（3） 11.69 内田　弥睦（3） 11.72 窪田　大地（3） 11.84 天辰　元洸（3） 11.86

西陵中 +0.6 ZEN 東谷山中 +0.6 帖佐中 +0.6 末吉中 +0.6 入来中 +0.6 東谷山中 +0.6 出水中 +0.6 高尾野中 +0.6 
6/23 200m 堀之内　陽なた（3） 22.88 立岡　駿（3） 23.18 鳥巣　玖羽斗（3） 23.32 種田　捷之介（3） 23.37 立石　七翔（3） 23.64 神宮　雄大（2） 23.82 窪田　大地（3） 23.84 今林　優朗（2） 24.01

西陵中 -0.6 東谷山中 -0.6 鹿屋東中 -0.6 入来中 -0.6 鹿屋東中 -0.6 重富中 -0.6 出水中 -0.6 出水中 -0.6 
6/24 400m 鳥巣　玖羽斗（3） 52.34 笹原　颯馬（3） 53.66 有馬　悠樹（3） 54.53 崎山　壮志（2） 55.58 田中　佑汰（3） 55.64 大村　慎介（3） 55.83 朝木　優太郎（3） 55.94 立石　七翔（3） 56.29

鹿屋東中 西陵中 大崎中 加治木中 川内北中 里中 鹿大附属中 鹿屋東中

6/24 800m 小路　翔琉（3）  2:01.52 今村　愁（3）  2:01.92 一條　空音（3）  2:02.39 岩﨑　海人（3）  2:04.89 嶽野　智博（3）  2:06.01 倉村　空（3）  2:09.59 角　喜丞（2）  2:10.08
米ノ津中 吉野東中 国分中 重富中 開聞中 南九州別府中 川辺中

6/24 1500m 玉目　陸（1）  4:28.47 立迫　大徳（1）  4:35.70 飯牟禮　孔暉（1）  4:39.29 齊藤　莉樹（1）  4:40.49 坂元　龍晟（1）  4:41.33 辻田　鉄人（1）  4:45.12 宮内　大輔（1）  4:45.92 松下　俊海（1）  4:47.11
出水中 天保山中 東市来中 伊集院中 舞鶴中 舞鶴中 伊敷中 帖佐中

6/24 1500m 石岡　大侑（3）  4:04.88 須山　向陽（3）  4:05.76 三坂　佳賞（3）  4:06.47 吉村　淑秀（2）  4:15.32 岩﨑　海人（3）  4:15.75 尾ノ上　一（3）  4:15.89 前原　駿（3）  4:15.93 中村　凌也（3）  4:16.56
出水中 ZEN 田崎中 ZEN 大隅中 ZEN 国分中 重富中 高尾野中 東串良中 加治木中

6/23 3000m 石岡　大侑（3）  8:44.48 須山　向陽（3）  8:48.59 三坂　佳賞（3）  9:03.93 荒木　暉登（3）  9:08.05 前原　駿（3）  9:08.33 尾ノ上　一（3）  9:08.43 久保　俊翔（2）  9:08.74 神之田　大翼（3）  9:11.06
出水中 NGR ZEN 田崎中 NGR ZEN 大隅中 川内中央中 東串良中 高尾野中 帖佐中 阿久根中

6/23 110mH 内野　凛生（3） 15.23 三島　魁斗（3） 15.32 安藤　澪士（3） 15.47 郷原　拓海（3） 15.62 萩﨑　翔月（3） 15.81 田代　倫太郎（3） 16.13 中野　晶永（3） 16.25 松迫　勇士（3） 16.90
(0.914m) 米ノ津中 -0.6 末吉中 -0.6 西紫原中 -0.6 第一鹿屋中 -0.6 吾平中 -0.6 川内北中 -0.6 万世中 -0.6 末吉中 -0.6 

6/24 4×100mR 東谷山中 44.24 末吉中 44.71 出水中 45.20 帖佐中 45.64 加治木中 46.05 和田中 46.30 高尾野中 46.30 鹿屋東中 47.06
  熊丸　翔太（3） NGR   松迫　勇士（3）   下境田　悠陽（3）   上井　翼（2）   四元　佑紀（3）   久森　蓮真（2）   福田　雄大（1）   鳥巣　玖羽斗（3）
  立岡　駿（3）   牧原　慧明（3）   中村　伊吹（3）   吉留　皓平（3）   崎山　壮志（2）   西窪　優斗（2）   川上　亮磨（2）   平田　天星（2）
  内田　弥睦（3）   野田　裕介（2）   窪田　大地（3）   小川　嗣友（2）   池田　諒（3）   川ノ上　裕貴（3）   天辰　元洸（3）   大久保　颯（1）
  徳永　開成（3）   三島　魁斗（3）   今林　優朗（2）   松嶋　碧士（2）   中野　海翔（3）   前村　海空（3）   内野　慶太（2）   立石　七翔（3）

6/23 走高跳 上野　星葉（3） 1m80 大薄　星流（3） 1m75 濵島　夏彦（3） 1m75 下敷領　慈育（3） 1m70 元村　彩人（3） 1m65 東別府　正（3） 1m60 小倉　大空（3） 1m50 同順：野崎　智也（3） 1m50
日当山中 谷山北中 東市来中 松元中 出水中 川内北中 川内北中 国分南中

6/23 棒高跳 前村　翔（2） 2m80 中村　将仁（2） 2m80 坂元　悠真（3） 2m70 山田　大晴（3） 2m60 新屋　翔大（2） 2m40
頴娃中 南九州別府中 伊敷中 伊敷台中 川内南中

6/24 走幅跳 慶田　智哉（3） 6m32 郷原　拓海（3） 6m29 川上　亮磨（2） 6m24 田中　寿琉（3） 6m21 中村　伊吹（3） 6m11 五反田　博翔（3） 6m02 中野　蒔士（3） 5m99 徳永　開成（3） 5m74
川内北中 +0.6 第一鹿屋中 +0.3 高尾野中 +1.2 米ノ津中 +1.0 出水中 -2.0 加世田中 +0.9 末吉中 +1.6 東谷山中 +2.0 

6/23 砲丸投 舟ノ川　斗真（3）  12m07 大原　颯太（2）  10m19 五反田　陽大（3）   9m84 厚地　寛人（3）   9m32 今別府　優樹（2）   8m73 窪薗　来倖（3）   8m37 浦松　空也（3）   8m34 竹園　燎稀（3）   8m31
(5.000kg) 菱刈中 帖佐中 東市来中 川内北中 東谷山中 川内北中 大崎中 大川内中

6/24 男四種競技総合 田代　倫太郎（3）  2323 内野　凛生（3）  2285 安藤　澪士（3）  2184 大薄　星流（3）  2114 東別府　正（3）  1931 萩﨑　翔月（3）  1894 井田　悠潤（3）  1868 福元　敦士（2）  1804
川内北中 米ノ津中 西紫原中 谷山北中 川内北中 吾平中 伊敷台中 重富中

110mH-砲丸投 15.94/+1.0-10m42 14.85/+1.0-8m72 15.53/+1.0-9m74 16.74/-0.6-7m01 17.57/-0.6-9m33 15.63/+1.0-7m97 18.09/+1.0-9m50 17.27/+1.0-7m56

-走高跳-400m -1m55-53.85 -1m55-55.42 -1m60-58.56 -1m75-55.75 -1m60-58.76 -1m45-1:00.34 -1m50-57.36 -1m55-59.16

6/23 100m 坂元　瑠菜（1） 13.36 滿園　彩可（1） 13.53 三宅　咲菜（1） 13.68 西　こはる（1） 13.85 久冨木　万恵（1） 13.88 赤池　優（1） 13.98 今中　万桜（1） 13.98 鶴田　千花（1） 14.10
阿久根中 -0.3 城西中 -0.3 頴娃中 -0.3 坊津学園中 -0.3 伊集院北中 -0.3 谷山中 -0.3 米ノ津中 -0.3 城西中 -0.3 

6/24 100m 片野坂　瑞希（2） 12.91 川原　千佳（2） 13.16 花田　真奈夏（2） 13.16 火ノ浦　咲（2） 13.23 羽祢田　真菜美（2） 13.31 竹牟禮　あかり（2） 13.43 宮田　莉寿（2） 13.44 永田　桜弓（2） 13.46
高尾野中 +1.1 鴨池中 +1.1 国分南中 +1.1 高尾野中 +1.1 西紫原中 +1.1 重富中 +1.1 出水中 +1.1 谷山北中 +1.1 

6/24 100m 内田　夢月（3） 12.74 寺地　しい（3） 12.85 坂口　桃緒子（3） 12.90 中山　奈生（3） 12.98 田之頭　あかり（3） 13.00 伊原　こころ（3） 13.16 清水　優萌（3） 13.27 永野　愛佳（3） 13.35
国分南中 -1.9 出水中 -1.9 鴨池中 -1.9 大口中央中 -1.9 頴娃中 -1.9 高尾野中 -1.9 伊集院北中 -1.9 西紫原中 -1.9 

6/23 200m 坂口　桃緒子（3） 26.43 中山　奈生（3） 26.54 寺地　しい（3） 26.77 内田　夢月（3） 27.21 伊原　こころ（3） 27.50 尾上　礼夏（2） 27.71 芳田　紗佳（3） 27.75 福盛　陽菜（3） 27.77
鴨池中 +0.0 大口中央中 +0.0 出水中 +0.0 国分南中 +0.0 高尾野中 +0.0 三笠中 +0.0 鹿児島玉龍中 +0.0 高山中 +0.0 

6/23 800m 森山　七海（3）  2:15.16 沖田　萌々（2）  2:16.57 小園　怜華（2）  2:18.46 野村　優花（3）  2:23.41 西本　穂乃花（2）  2:23.75 中川　千裕（2）  2:24.49 長野　心美（3）  2:24.76 立迫　志穂（3）  2:30.16
城西中 ZEN 宮之城中 東市来中 国分南中 米ノ津中 東谷山中 大口中央中 天保山中

6/24 1500m 森山　七海（3）  4:33.42 野村　優花（3）  4:46.09 上荒磯　利音（3）  4:48.67 新名　春風（2）  4:48.79 橋元　陽菜（3）  4:50.09 西本　穂乃花（2）  4:50.85 沖田　萌々（2）  4:51.53 宇都　ひなた（3）  4:51.90
城西中 ZEN 国分南中 東谷山中 蒲生中 野田中 米ノ津中 宮之城中 伊敷中

6/23 100mH 田之頭　あかり（3） 14.67 川床　予里栄（3） 15.11 永野　愛佳（3） 15.37 住吉　璃音（2） 15.46 前田　美里（3） 15.85 征録　京香（3） 15.95 渡　夢葉（2） 16.04 村尾　星奈（3） 16.04
(0.762m) 頴娃中      -1.1 NGR ZEN 出水中 -1.1 西紫原中 -1.1 大口中央中 -1.1 吾平中 -1.1 国分南中 -1.1 朝日中 -1.1 谷山中 -1.1 

6/24 4×100mR 高尾野中 49.96 国分南中 50.88 西紫原中 50.95 米ノ津中 52.33 鴨池中 52.54 城西中 52.56 鹿屋東中 52.76 出水中 55.79
  山﨑　梨空（3）   首藤　心媛（2）   羽祢田　真菜美（2）   田原　奈苗（3）   石川　ゆり菜（3）   竹元　千咲（2）   内山　怜愛（2）   宮田　莉寿（2）
  片野坂　唯月（2）   内田　夢月（3）   住吉　紗羽（3）   井樋　愛彩香（3）   川原　千佳（2）   滿園　彩可（1）   内野　麻里奈（3）   寺地　しい（3）
  伊原　こころ（3）   時任　桜子（2）   赤塚　琴菜（2）   林田　優里奈（3）   山上　遥（2）   鶴田　千花（1）   忽那　春香（3）   川床　予里栄（3）
  片野坂　瑞希（2）   花田　真奈夏（2）   永野　愛佳（3）   境田　真琴（2）   坂口　桃緒子（3）   久津輪　真梨（3）   中間　愛奈（3）   古城　なみ（2）

6/23 走高跳 今村　律佳（2） 1m60 広川　采矢子（2） 1m50 吉浦　凜（3） 1m45 鹿児島玉龍中 1m35 帖佐中 1m30
谷山中  =GR ZEN 川内中央中 福平中 城西中 高尾野中

吉野中 高尾野中

加治木中

国分南中

武中

6/23 走幅跳 片野坂　唯月（2） 5m40 山﨑　梨空（3） 5m18 中園　心晴（3） 5m04 坂元　美友（3） 5m02 住吉　璃音（2） 4m85 福留　舞（2） 4m84 武原　慧來（2） 4m81 久津輪　真梨（3） 4m71
高尾野中 -0.2 高尾野中 -0.6 谷山中 +0.0 種子島中 -0.4 大口中央中 +0.5 朝日中 +0.1 加治木中 -0.5 城西中 +0.4 

6/23 砲丸投 三反田　理央（3）  12m47 角井　けせら（2）  10m64 田中　茉梨萌（3）  10m51 梅下　瑞穂（3）  10m10 上村　亜矢乃（2）   9m62 城ケ﨑　彩月（2）   9m27 時任　美咲（2）   9m05 利川　愛梨（3）   8m97
(2.721kg) 天保山中 宮之城中 頴娃中 桜丘中 米ノ津中 帖佐中 高尾野中 中種子中

6/24 女四種競技総合 吉浦　凜（3）  2234 大内山　朱莉（3）  2139 藤谷　こころ（3）  2128 前田　美里（3）  2067 征録　京香（3）  2003 前田　優花（3）  1942 村尾　星奈（3）  1897 渡邊　輝（3）  1891
福平中 吉野中 重富中 吾平中 国分南中 城西中 谷山中 大口明光学園中

100mH-走高跳 16.22/-0.9-1m41 15.58/-0.9-1m30 17.37/-1.6-1m25 15.95/-0.9-1m25 15.90/-0.9-1m20 17.93/-0.9-1m41 16.19/-0.9-1m30 16.50/-0.5-1m30

-砲丸投-200m -9m00-28.93/+1.0 -7m11-28.13/+1.0 -10m60-27.82/+1.0 -8m18-28.70/+1.0 -8m73-29.51/+1.0 -8m99-30.33/+1.0 -5m19-28.70/+1.0 -7m30-30.12/+1.0

・1年男子100m予選にて中窪日向（高山中）が11秒99(-0.6)の大会新記録。 ・共通女子砲丸投予選にて三反田理央（天保山中）が12m82の全国大会参加標準記録突破。
・共通女子100mH予選にて田之頭あかり(頴娃中)が14秒58(+1.2)の大会新記録及び全国大会参加標準記録突破。 ・共通女子800m予選にて森山七海（城西中）が2分12秒76の全国大会参加標準記録突破。
・共通女子100mH予選にて川床予里栄（出水中）が14秒79（+1.2）の全国大会参加標準記録突破。

　　　岩下　ひと葉（3）
同順：前田　優花（3）
同順：田中　海音（3）

女子共通

　　　中尾　亜衣（3）
同順：山内　琳加（2）
同順：冨満　優女（3）
同順：大重　乃愛（3）
同順：脇田　心（2）
同順：藤谷　好南（1）

女子共通

女子共通

女子共通

女子共通

女子共通

男子共通

男子共通

男子共通

男子共通

男子共通

男子共通

男子1年

男子2年

男子3年

男子共通

男子共通

男子共通

女子3年

女子共通

女子共通

女子共通

女子1年

女子2年

男子1年

男子共通

男子共通

男子共通

凡例（NGR:大会新記録/ ZEN:全国大会標準記録突破）


