
競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

男子1年 １００ｍ 96 849 時吉 隆成(1) ﾄｷﾖｼ ﾘｭｳｾｲ 男子 鹿児島 菱刈中

男子1年 １００ｍ 96 762 山下 煌生(1) ﾔﾏｼﾀ ｺｳｾｲ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子1年 １００ｍ 96 841 中野 恵史(1) ﾅｶﾉ ｹｲｼ 男子 鹿児島 波野中

男子1年 １００ｍ 96 735 瀬戸口 青空(1) ｾﾄｸﾞﾁ ｿﾗ 男子 鹿児島 川辺中

男子1年 １００ｍ 96 647 宝蔵 僚太(1) ﾎｳｿﾞｳ ﾘｮｳﾀ 男子 鹿児島 伊敷中

男子1年 １００ｍ 96 757 猪木 優心(1) ｲﾉｷ ﾕｳｺﾞ 男子 鹿児島 東谷山中

男子1年 １００ｍ 96 645 鶴田 龍之介(1) ﾂﾙﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 鹿児島 伊敷中

男子1年 １００ｍ 96 6521 川上 功晴(1) ｶﾜｶﾐ ｺｳｾｲ 男子 宮 崎 都城西中

男子1年 １００ｍ 96 637 松﨑 龍斗(1) ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｭｳﾄ 男子 鹿児島 高尾野中

男子1年 １００ｍ 96 638 前田 琉偉(1) ﾏｴﾀ ﾙｲ 男子 鹿児島 高尾野中

男子1年 １００ｍ 96 702 石野 正流(1) ｲｼﾉ ｾｲﾘｭｳ 男子 鹿児島 鹿屋東中

男子1年 １００ｍ 96 820 室園 太路(1) ﾑﾛｿﾞﾉ ﾀｲﾛ 男子 鹿児島 大崎中

男子1年 １００ｍ 96 834 田平 海心(1) ﾀﾋﾞﾗ ｶｲｼﾝ 男子 鹿児島 城西中

男子1年 １００ｍ 96 2057 川上 鼓太郎(1) ｶﾜｶﾐ ｺﾀﾛｳ 男子 鹿児島 太陽スポーツクラブ

男子1年 １００ｍ 96 622 神野 秋咲(1) ｶﾐﾉ ｼｭｳｻｸ 男子 鹿児島 加治木中

男子1年 １００ｍ 96 708 宗像 壮真(1) ﾑﾅｶﾀ ｿｳﾏ 男子 鹿児島 出水中

男子1年 １００ｍ 96 792 上桝 琉衣(1) ｶﾐﾏｽ ﾙｲ 男子 鹿児島 紫原中

男子1年 １００ｍ 96 840 黒木 寛嵩(1) ｸﾛｷ ﾋﾛﾀｶ 男子 鹿児島 波野中

男子1年 １００ｍ 96 823 久永 正輝(1) ﾋｻﾅｶﾞ ﾏｻｷ 男子 鹿児島 鹿児島玉龍中

男子1年 １００ｍ 96 698 尾上 晴彦(1) ｵﾉｳｴ ﾊﾙﾋｺ 男子 鹿児島 三笠中

男子1年 １００ｍ 96 763 石原 悠宇(1) ｲｼﾊﾗ ﾕｳ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子1年 １００ｍ 96 727 茶圓 大和(1) ﾁｬｴﾝ ﾔﾏﾄ 男子 鹿児島 川内中央中

男子1年 １００ｍ 96 642 桐原 俊汰郎(1) ｷﾘﾊﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男子 鹿児島 阿久根中

男子1年 １００ｍ 96 6522 上野 虎鉄(1) ｳｴﾉ ｺﾃﾂ 男子 宮 崎 都城西中

男子1年 １００ｍ 96 819 西山 輝斗(1) ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾄ 男子 鹿児島 大崎中

男子1年 １００ｍ 96 738 堀 将都(1) ﾎﾘ ﾏｻﾄ 男子 鹿児島 大口中央中

男子1年 １００ｍ 96 928 今西 陽向(1) ｲﾏﾆｼ ﾋﾅﾀ 男子 鹿児島 末吉中

男子1年 １００ｍ 96 962 森岡 暉仁(1) ﾓﾘｵｶ ｷﾄ 男子 鹿児島 末吉中

男子1年 １００ｍ 96 836 徳田 隆之介(1) ﾄｸﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 鹿児島 城西中

男子1年 １００ｍ 96 2034 福峯 純一郎(1) ﾌｸﾐﾈ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 男子 鹿児島 ナンバーワンクラブ

男子1年 １００ｍ 96 754 木下 聖太(1) ｷｼﾀ ｼｮｳﾀ 男子 鹿児島 東谷山中

男子1年 １００ｍ 96 853 川田 直輝(1) ｶﾜﾀﾞ ﾅｵｷ 男子 鹿児島 伊集院中

男子1年 １００ｍ 96 2035 古市 聖剛(1) ﾌﾙｲﾁ ｼｮｳｺﾞ 男子 鹿児島 ナンバーワンクラブ

男子1年 １００ｍ 96 960 窪田 健聖(1) ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｾｲ 男子 鹿児島 星峯中

男子1年 １００ｍ 96 625 種田 航生(1) ﾀﾈﾀﾞ ｺｳｷ 男子 鹿児島 国分南中

男子1年 １００ｍ 96 652 上田 智博(1) ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 男子 鹿児島 加世田中

男子1年 １００ｍ 96 956 金城 篤哉(1) ｷﾝｼﾞｮｳ ｱﾂﾔ 男子 鹿児島 星峯中

男子1年 １００ｍ 96 5106 黒木 奏人(1) ｸﾛｷ ｶﾅﾄ 男子 宮 崎 小林中

男子1年 １００ｍ 96 892 家村 蒼威(1) ｲｴﾑﾗ ｱｵｲ 男子 鹿児島 帖佐中

男子1年 １００ｍ 96 665 福重 風星(1) ﾌｸｼｹﾞ ﾌｳｾｲ 男子 鹿児島 吉野東中

男子1年 １００ｍ 96 802 西ノ原 大希(1) ﾆｼﾉﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 男子 鹿児島 谷山中

男子1年 １００ｍ 96 908 前田 悠汰(1) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ 男子 鹿児島 吉野中

男子1年 １００ｍ 96 862 大重 魁貴(1) ｵｵｼｹﾞ ｶｲｷ 男子 鹿児島 頴娃中

男子1年 １００ｍ 96 863 山脇 啓慎(1) ﾔﾏﾜｷ ｹｲｼﾝ 男子 鹿児島 頴娃中

男子1年 １００ｍ 96 2016 堀之内 翔和(1) ﾎﾘﾉｳﾁ ﾄﾜ 男子 鹿児島 串木野西陸上

男子1年 １００ｍ 96 901 宮下 琉多(1) ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳﾀ 男子 鹿児島 松元中

男子1年 １００ｍ 96 915 萬成 亮太(1) ﾏﾝﾅﾘ ﾘｮｳﾀ 男子 鹿児島 吉野中

男子1年 １００ｍ 96 5101 木村 優和(1) ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 男子 宮 崎 小林中

男子1年 １００ｍ 96 667 ⾧松院 寛太(1) ﾁｮｳｼｮｳｲﾝ ｶﾝﾀ 男子 鹿児島 宮之城中

男子1年 １００ｍ 96 721 菱田 聖也(1) ﾋｼﾀﾞ ｾｲﾔ 男子 鹿児島 西紫原中

男子1年 １００ｍ 96 624 市野 太麒(1) ｲﾁﾉ ﾋﾛｷ 男子 鹿児島 国分南中

男子1年 １００ｍ 96 615 有野 賢人(1) ｱﾘﾉ ﾀｶﾋﾄ 男子 鹿児島 国分中

男子1年 １００ｍ 96 2015 永留 洸星(1) ﾅｶﾞﾄﾞﾒ ｺｳｾｲ 男子 鹿児島 串木野西陸上



男子1年 １００ｍ 96 693 矢野 大地(1) ﾔﾉ ﾀﾞｲﾁ 男子 鹿児島 高山中

男子1年 １００ｍ 96 2041 竹ノ内 勇斗(1) ﾀｹﾉｳﾁ ﾕｳﾄ 男子 鹿児島 SCC

男子1年 １００ｍ 96 934 川畑 幸之助(1) ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳﾉｽｹ 男子 鹿児島 谷山北中

男子1年 １００ｍ 96 860 小寺 琉生(1) ｺﾃﾞﾗ ﾙｲ 男子 鹿児島 伊集院中

男子1年 １００ｍ 96 779 ⾧島 陽斗(1) ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙﾄ 男子 鹿児島 甲南中

男子1年 １００ｍ 96 725 宇都宮 拓朗(1) ｳﾂﾉﾐﾔ ﾀｸﾛｳ 男子 鹿児島 西紫原中

男子1年 １００ｍ 96 634 尾上 晃一(1) ｵﾉｳｴ ｺｳｲﾁ 男子 鹿児島 川内南中

男子1年 １００ｍ 96 850 織田 蓮斗(1) ｵﾀﾞ ﾚﾝﾄ 男子 鹿児島 坊津学園中

男子1年 １００ｍ 96 933 川内 聖也(1) ｶﾜｳﾁ ｾｲﾔ 男子 鹿児島 谷山北中

男子1年 １００ｍ 96 661 山下 晋(1) ﾔﾏｼﾀ ｼﾝ 男子 鹿児島 鴨池中

男子1年 １００ｍ 96 662 田中 壱咲(1) ﾀﾅｶ ｲｯｻ 男子 鹿児島 鴨池中

男子1年 １００ｍ 96 630 堂後 大也(1) ﾄﾞｳｺﾞ ﾀﾞｲﾔ 男子 鹿児島 川内南中

男子1年 １００ｍ 96 800 楠元 琉聖(1) ｸｽﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 男子 鹿児島 谷山中

男子1年 １００ｍ 96 741 吉峯 恵仁(1) ﾖｼﾐﾈ ｹｲﾄ 男子 鹿児島 知覧中

男子1年 １００ｍ 96 787 松村 真士(1) ﾏﾂﾑﾗ ｻﾈｱｷ 男子 鹿児島 紫原中

男子1年 １００ｍ 96 784 宇都 健太(1) ｳﾄ ｹﾝﾀ 男子 鹿児島 万世中

男子1年 １００ｍ 96 902 池田 珀杜(1) ｲｹﾀﾞ ﾊｸﾄ 男子 鹿児島 松元中

男子1年 １００ｍ 96 887 満岡 理央(1) ﾐﾂｵｶ ﾘｵ 男子 鹿児島 川内北中

男子1年 １００ｍ 96 895 山口 公平(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 男子 鹿児島 帖佐中

男子1年 １００ｍ 96 614 北原 寿也(1) ｷﾀﾊﾗ ﾄｼﾔ 男子 鹿児島 国分中

男子1年 １００ｍ 96 878 山田 秀斗(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄ 男子 鹿児島 志布志中

男子1年 １００ｍ 96 825 松清 史弥(1) ﾏﾂｷﾖ ﾌﾐﾔ 男子 鹿児島 鹿児島玉龍中

男子1年 １００ｍ 96 703 内山 飛翔(1) ｳﾁﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 男子 鹿児島 鹿屋東中

男子1年 １００ｍ 96 815 福永 宗太郎(1) ﾌｸﾅｶﾞ ｿｳﾀﾛｳ 男子 鹿児島 伊集院北中

男子1年 １００ｍ 96 886 宮﨑 蓮翔(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾚﾝｼｮｳ 男子 鹿児島 川内北中

男子1年 １００ｍ 96 939 森永 幸輝(1) ﾓﾘﾅｶﾞ ｺｳｷ 男子 鹿児島 隼人中

男子1年 １００ｍ 96 943 前田 栄翔(1) ﾏｴﾀﾞ ｴｲｼｮｳ 男子 鹿児島 隼人中

男子1年 １００ｍ 96 768 佐々木 奏(1) ｻｻｷ ｵﾄ 男子 鹿児島 龍南中

男子1年 １００ｍ 96 744 尾黒 幸輝(1) ｵｸﾞﾛ ｺｳｷ 男子 鹿児島 知覧中

男子1年 １００ｍ 96 644 中島 芯(1) ﾅｶｼﾏ ｼﾝ 男子 鹿児島 羽島中

男子1年 １００ｍ 96 812 吉満 幸介(1) ﾖｼﾐﾂ ｺｳｽｹ 男子 鹿児島 伊集院北中

男子1年 １００ｍ 96 2075 駿河崎 大翔(1) ｽﾙｶﾞｻｷ ﾊﾙﾄ 男子 鹿児島 高山ジュニア

男子1年 １００ｍ 96 668 外園 理仁(1) ﾎｶｿﾞﾉ ﾘﾋﾄ 男子 鹿児島 宮之城中

男子1年 １００ｍ 96 716 丸峯 虹星(1) ﾏﾙﾐﾈ ｺｳｾｲ 男子 鹿児島 上市来中

男子1年 １００ｍ 96 2076 南谷 空寿(1) ﾐﾅﾐﾀﾆ ｱｷﾄ 男子 鹿児島 高山ジュニア

男子1年 １００ｍ 96 712 脇田 煌絆(1) ﾜｷﾀﾞ ｺｳｷ 男子 鹿児島 松山中

男子1年 １００ｍ 96 871 有里 愛翔(1) ｱﾘｱﾄ ﾏﾅﾄ 男子 鹿児島 南中

男子1年 １００ｍ 96 707 江夏 輝虎(1) ｺｳｶ ｷﾗﾗ 男子 鹿児島 出水中

男子1年 １００ｍ 96 699 折口 恭介(1) ｵﾘｸﾞﾁ ｷｮｳｽｹ 男子 鹿児島 三笠中

男子1年 １００ｍ 96 621 西 壮太(1) ﾆｼ ｿｳﾀ 男子 鹿児島 加治木中

男子1年 １００ｍ 96 733 前田 彪陽(1) ﾏｴﾀﾞ ｺﾊﾙ 男子 鹿児島 川辺中

男子1年 １００ｍ 96 872 栁田 晏士(1) ﾔﾅｷﾞﾀ ｱﾝｼﾞ 男子 鹿児島 南中

男子1年 １００ｍ 96 881 郷原 翼(1) ｺﾞｳﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 男子 鹿児島 重富中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

男子2年 １００ｍ 105 345 樋渡 瑞基(2) ﾋﾜﾀｼ ﾐｽﾞｷ 男子 鹿児島 菱刈中

男子2年 １００ｍ 105 499 坂元 龍晟(2) ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子2年 １００ｍ 105 20 永吉 悠人(2) ﾅｶﾞﾖｼ ﾕｳﾄ 男子 鹿児島 東谷山中

男子2年 １００ｍ 105 541 加行 環(2) ｶｷﾞｮｳ ﾀﾏｷ 男子 鹿児島 伊集院北中

男子2年 １００ｍ 105 506 中釜 大翔(2) ﾅｶｶﾞﾏ ﾋﾛﾄ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子2年 １００ｍ 105 150 松下 凜(2) ﾏﾂｼﾀ ﾘﾝ 男子 鹿児島 波野中

男子2年 １００ｍ 105 24 松尾 経(2) ﾏﾂｵ ｷｮｳｺﾞ 男子 鹿児島 東谷山中

男子2年 １００ｍ 105 123 中川路 陽平(2) ﾅｶｶﾜｼﾞ ﾖｳﾍｲ 男子 鹿児島 西紫原中

男子2年 １００ｍ 105 225 門野 祐大(2) ｶﾄﾞﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島 桜丘中



男子2年 １００ｍ 105 389 鈴木 雄翔(2) ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ 男子 鹿児島 米ノ津中

男子2年 １００ｍ 105 122 大田 航平(2) ｵｵﾀ ｺｳﾍｲ 男子 鹿児島 西紫原中

男子2年 １００ｍ 105 210 前園 海斗(2) ﾏｴｿﾞﾉ ｶｲﾄ 男子 鹿児島 日当山中

男子2年 １００ｍ 105 567 田島 颯之介(2) ﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 鹿児島 伊敷中

男子2年 １００ｍ 105 334 荒木 幹人(2) ｱﾗｷ ﾐｷﾄ 男子 鹿児島 知覧中

男子2年 １００ｍ 105 413 大尾 千紘(2) ﾀﾞｲｵ ﾁﾋﾛ 男子 鹿児島 野田中

男子2年 １００ｍ 105 48 中窪 日向(2) ﾅｶｸﾎﾞ ﾋﾅﾀ 男子 鹿児島 高山中

男子2年 １００ｍ 105 6512 上森 匠馬(2) ｶﾐﾓﾘ ｼｮｳﾏ 男子 宮 崎 都城西中

男子2年 １００ｍ 105 535 大久保 颯(2) ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾔﾄ 男子 鹿児島 鹿屋東中

男子2年 １００ｍ 105 6523 立和田 誠龍(2) ﾀﾁﾜﾀﾞ ｼﾘｭｳ 男子 宮 崎 都城西中

男子2年 １００ｍ 105 131 藤山 大輔(2) ﾌｼﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 男子 鹿児島 川内中央中

男子2年 １００ｍ 105 400 水口 慶太(2) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｹｲﾀ 男子 鹿児島 鹿児島玉龍中

男子2年 １００ｍ 105 223 福田 雄大(2) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島 高尾野中

男子2年 １００ｍ 105 49 池元 夕将(2) ｲｹﾓﾄ ﾕｳｽｹ 男子 鹿児島 高山中

男子2年 １００ｍ 105 273 清水 雅人(2) ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 男子 鹿児島 朝日中

男子2年 １００ｍ 105 568 高添 倖太(2) ﾀｶｿﾞｴ ｺｳﾀ 男子 鹿児島 伊敷中

男子2年 １００ｍ 105 455 榎木田 陸空(2) ｴﾉｷﾀﾞ ﾘｸ 男子 鹿児島 吾平中

男子2年 １００ｍ 105 146 木尾 優仁(2) ｷｵ ﾕｳﾄ 男子 鹿児島 大崎中

男子2年 １００ｍ 105 348 山元 雄宇(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ 男子 鹿児島 菱刈中

男子2年 １００ｍ 105 371 亀﨑 大夢(2) ｶﾒｻｷ ﾋﾛﾑ 男子 鹿児島 れいめい中

男子2年 １００ｍ 105 301 紙屋 瑠希(2) ｶﾐﾔ ﾘｭｳｷ 男子 鹿児島 川内北中

男子2年 １００ｍ 105 303 下野 祐真(2) ｼﾓﾉ ﾕｳﾏ 男子 鹿児島 川内北中

男子2年 １００ｍ 105 82 濱 晃太朗(2) ﾊﾏ ｺｳﾀﾛｳ 男子 鹿児島 鹿大附属中

男子2年 １００ｍ 105 431 馬立 硫依翔(2) ﾏﾀﾃ ﾙｲﾄ 男子 鹿児島 宮之城中

男子2年 １００ｍ 105 156 冨保 雄誠(2) ﾄﾐﾔｽ ﾕｳｾｲ 男子 鹿児島 末吉中

男子2年 １００ｍ 105 607 紀野 勇翔(2) ｷﾉ ﾕｳｼｮｳ 男子 鹿児島 松元中

男子2年 １００ｍ 105 353 肱黒 志祐(2) ﾋｼﾞｸﾛ ｼﾕｳ 男子 鹿児島 三笠中

男子2年 １００ｍ 105 157 東 祐月(2) ﾋｶﾞｼ ﾕﾂﾞｷ 男子 鹿児島 末吉中

男子2年 １００ｍ 105 372 福留 寛人(2) ﾌｸﾄﾞﾒ ﾋﾛﾄ 男子 鹿児島 れいめい中

男子2年 １００ｍ 105 378 江波 大凱(2) ｴﾅﾐ ﾀｲｶﾞ 男子 鹿児島 東市来中

男子2年 １００ｍ 105 590 脇田 壮(2) ﾜｷﾀ ｿｳ 男子 鹿児島 甲南中

男子2年 １００ｍ 105 443 北里 優弥(2) ｷﾀｻﾞﾄ ﾕｳﾔ 男子 鹿児島 吉野中

男子2年 １００ｍ 105 3402 吉岡 侑星(2) ﾖｼｵｶ ﾕｳｾｲ 男子 宮 崎 宮崎西中

男子2年 １００ｍ 105 5111 永井 侑太(2) ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾀ 男子 宮 崎 小林中

男子2年 １００ｍ 105 613 中島 廉太郎(2) ﾅｶｼﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 男子 鹿児島 国分中

男子2年 １００ｍ 105 171 大松 智也(2) ｵｵﾏﾂ ﾄﾓﾔ 男子 鹿児島 和田中

男子2年 １００ｍ 105 454 ⾧峯 飛翔(2) ﾅｶﾞﾐﾈ ﾂﾊﾞｻ 男子 鹿児島 吾平中

男子2年 １００ｍ 105 597 川西 蓮(2) ｶﾜﾆｼ ﾚﾝ 男子 鹿児島 万世中

男子2年 １００ｍ 105 221 中島 颯大(2) ﾅｶｼﾏ ｿｳﾀ 男子 鹿児島 高尾野中

男子2年 １００ｍ 105 577 林 虎汰郎(2) ﾊﾔｼ ｺﾀﾛｳ 男子 鹿児島 伊敷台中

男子2年 １００ｍ 105 365 岡原 響珠郎(2) ｵｶﾊﾗ ｷｮｳｼｭﾛｳ 男子 鹿児島 南中

男子2年 １００ｍ 105 75 石﨑 風太(2) ｲｼｻﾞｷ ﾌｳﾀ 男子 鹿児島 志布志中

男子2年 １００ｍ 105 401 川口 櫻允(2) ｶﾜｸﾞﾁ ｵｳｽｹ 男子 鹿児島 鹿児島玉龍中

男子2年 １００ｍ 105 6 増田 竜大(2) ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 男子 鹿児島 国分南中

男子2年 １００ｍ 105 388 山内 健新(2) ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｼﾝ 男子 鹿児島 米ノ津中

男子2年 １００ｍ 105 2003 大野 貴博(2) ｵｵﾉ ﾀｶﾋﾛ 男子 鹿児島 鹿児島Jr

男子2年 １００ｍ 105 2002 瀬戸口 隆貴(2) ｾﾄｸﾞﾁ ﾘｭｳｷ 男子 鹿児島 鹿児島Jr

男子2年 １００ｍ 105 185 中村 仁洋(2) ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝﾖｳ 男子 鹿児島 城西中

男子2年 １００ｍ 105 774 泊 愛心(2) ﾄﾏﾘ ｱｲｼﾝ 男子 鹿児島 加世田中

男子2年 １００ｍ 105 521 勝田 晴風(2) ｶﾂﾀ ｾｲﾌｳ 男子 鹿児島 伊集院中

男子2年 １００ｍ 105 3405 橘 宙(2) ﾀﾁﾊﾞﾅ ｿﾗ 男子 宮 崎 宮崎西中

男子2年 １００ｍ 105 2004 元田 葉月(2) ﾓﾄﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ 男子 鹿児島 スプリントクラブ ハ

男子2年 １００ｍ 105 2085 雪丸 凌駕(2) ﾕｷﾏﾙ ﾘｮｳｶﾞ 男子 鹿児島 別府クラブ

男子2年 １００ｍ 105 115 岡本 陵汰(2) ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 男子 鹿児島 出水中



男子2年 １００ｍ 105 90 森園 翔太(2) ﾓﾘｿﾞﾉ ｼｮｳﾀ 男子 鹿児島 種子島中

男子2年 １００ｍ 105 147 廣川 陽大(2) ﾋﾛｶﾜ ﾋﾅﾀ 男子 鹿児島 大崎中

男子2年 １００ｍ 105 168 大内田 成(2) ｵｵｳﾁﾀﾞ ﾅﾙ 男子 鹿児島 和田中

男子2年 １００ｍ 105 831 下田代 雅玖(2) ｼﾓﾀｼﾛ ｶﾞｸ 男子 鹿児島 城西中

男子2年 １００ｍ 105 2 池田 拓海(2) ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 鹿児島 国分南中

男子2年 １００ｍ 105 326 庄籠 大翔(2) ｼｮｳｺﾞﾓﾘ ﾋﾛﾄ 男子 鹿児島 帖佐中

男子2年 １００ｍ 105 466 松下 琉斗(2) ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳﾄ 男子 鹿児島 紫原中

男子2年 １００ｍ 105 549 山下 幸秦(2) ﾔﾏｼﾀ ｺｳｼﾝ 男子 鹿児島 楠隼中

男子2年 １００ｍ 105 2048 重田 幸輝(2) ｼｹﾞﾀ ｺｳｷ 男子 鹿児島 NIFSスポーツクラブ

男子2年 １００ｍ 105 589 坂之上 琉生(2) ｻｶﾉｳｴ ﾘｭｳｾｲ 男子 鹿児島 甲南中

男子2年 １００ｍ 105 433 市来 智大(2) ｲﾁｷ ﾄﾓﾋﾛ 男子 鹿児島 宮之城中

男子2年 １００ｍ 105 105 渡邉 倫大(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 男子 鹿児島 重富中

男子2年 １００ｍ 105 522 濱田 悠吏(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾘ 男子 鹿児島 伊集院中

男子2年 １００ｍ 105 2086 松澤 翔太朗(2) ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 鹿児島 鹿児島陸協

男子2年 １００ｍ 105 342 上原 大和(2) ｳｴﾊﾗ ﾔﾏﾄ 男子 鹿児島 隼人中

男子2年 １００ｍ 105 339 郡山 光輝(2) ｺｵﾘﾔﾏ ｺｳｷ 男子 鹿児島 隼人中

男子2年 １００ｍ 105 45 西留 快人(2) ﾆｼﾄﾞﾒ ｶｲﾄ 男子 鹿児島 開聞中

男子2年 １００ｍ 105 417 濵村 凌空(2) ﾊﾏﾑﾗ ﾘｸ 男子 鹿児島 野田中

男子2年 １００ｍ 105 315 松田 昊大(2) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島 谷山北中

男子2年 １００ｍ 105 328 齊藤 康太(2) ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 男子 鹿児島 帖佐中

男子2年 １００ｍ 105 129 藤田 瑛斗(2) ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾄ 男子 鹿児島 川内中央中

男子2年 １００ｍ 105 559 木村 優太(2) ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 男子 鹿児島 星峯中

男子2年 １００ｍ 105 2011 永留 光琉(2) ﾅｶﾞﾄﾞﾒ ﾐﾂﾙ 男子 鹿児島 串木野西陸上

男子2年 １００ｍ 105 33 東郷 遼佑(2) ﾄｳｺﾞｳ ﾘｮｳｽｹ 男子 鹿児島 加治木中

男子2年 １００ｍ 105 5121 黒木 颯真(2) ｸﾛｷ ｿｳﾏ 男子 宮 崎 小林中

男子2年 １００ｍ 105 74 吉冨 碧(2) ﾖｼﾄﾞﾐ ｱｵｲ 男子 鹿児島 志布志中

男子2年 １００ｍ 105 61 兒島 圭(2) ｺｼﾞﾏ ｹｲ 男子 鹿児島 国分中

男子2年 １００ｍ 105 383 福山 浩基(2) ﾌｸﾔﾏ ｺｳｷ 男子 鹿児島 東市来中

男子2年 １００ｍ 105 471 福元 翔太(2) ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男子 鹿児島 紫原中

男子2年 １００ｍ 105 482 山川 誠人(2) ﾔﾏｶﾜ ﾅﾘｷﾖ 男子 鹿児島 天保山中

男子2年 １００ｍ 105 313 和田 陸汰(2) ﾜﾀﾞ ﾘｸﾀ 男子 鹿児島 谷山北中

男子2年 １００ｍ 105 611 四之宮 千尋(2) ｼﾉﾐﾔ ﾁﾋﾛ 男子 鹿児島 加治木中

男子2年 １００ｍ 105 263 古川 昊(2) ﾌﾙｶﾜ ｿﾗ 男子 鹿児島 谷山中

男子2年 １００ｍ 105 262 福留 亮太(2) ﾌｸﾄﾞﾒ ﾘｮｳﾀ 男子 鹿児島 谷山中

男子2年 １００ｍ 105 106 竹牟禮 一輝(2) ﾀｹﾑﾚ ｶｽﾞｷ 男子 鹿児島 重富中

男子2年 １００ｍ 105 2070 橋口 櫂(2) ﾊｼｸﾞﾁ ｶｲ 男子 鹿児島 高山ジュニア

男子2年 １００ｍ 105 116 茨木 慶治(2) ｲﾊﾞﾗｷ ｹｲｼﾞ 男子 鹿児島 出水中

男子2年 １００ｍ 105 548 福添 相人(2) ﾌｸｿﾞｴ ﾊﾙﾄ 男子 鹿児島 楠隼中

男子2年 １００ｍ 105 206 瀬戸口 聖弥(2) ｾﾄｸﾞﾁ ｾｲﾔ 男子 鹿児島 日当山中

男子2年 １００ｍ 105 2069 稲付 櫂(2) ｲﾅﾂｷ ｶｲ 男子 鹿児島 高山ジュニア

男子2年 １００ｍ 105 46 下拂 健人(2) ｼﾓﾊﾗｲ ﾀｹﾄ 男子 鹿児島 開聞中

男子2年 １００ｍ 105 557 久保田 知宏(2) ｸﾎﾞﾀ ﾁﾋﾛ 男子 鹿児島 星峯中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

男子3年 １００ｍ 86 319 松嶋 碧士(3) ﾏﾂｼﾏ ｱｵﾄ 男子 鹿児島 帖佐中

男子3年 １００ｍ 86 496 伊瀬知 瑠真(3) ｲｾﾁ ﾘｭｳﾏ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子3年 １００ｍ 86 285 平田 和(3) ﾋﾗﾀ ｱｲ 男子 鹿児島 神村学園中

男子3年 １００ｍ 86 5110 村上 友康(3) ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔｽ 男子 宮 崎 小林中

男子3年 １００ｍ 86 320 小川 嗣友(3) ｵｶﾞﾜ ｼﾕｳ 男子 鹿児島 帖佐中

男子3年 １００ｍ 86 3467 谷口 陽斗(3) ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷﾄ 男子 宮 崎 宮崎大淀中

男子3年 １００ｍ 86 148 下仮屋 蒼馬(3) ｼﾓｶﾘﾔ ｿｳﾏ 男子 鹿児島 波野中

男子3年 １００ｍ 86 203 古江 健覇(3) ﾌﾙｴ ﾀｹﾙ 男子 鹿児島 日当山中

男子3年 １００ｍ 86 270 押川 莞太朗(3) ｵｼｶﾜ ｶﾝﾀﾛｳ 男子 鹿児島 朝日中

男子3年 １００ｍ 86 12 服部 竜星(3) ﾊｯﾄﾘ ﾘｭｳｾｲ 男子 鹿児島 東谷山中



男子3年 １００ｍ 86 120 水口 晃雅(3) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｺｳｶﾞ 男子 鹿児島 西紫原中

男子3年 １００ｍ 86 96 上杉 航大(3) ｳｴｽｷﾞ ｺｳﾀ 男子 鹿児島 重富中

男子3年 １００ｍ 86 5119 中別府 煌洋(3) ﾅｶﾍﾞｯﾌﾟ ｺｳﾖｳ 男子 宮 崎 小林中

男子3年 １００ｍ 86 564 石原 幸明(3) ｲｼﾊﾗ ｺｳﾒｲ 男子 鹿児島 伊敷中

男子3年 １００ｍ 86 398 網田 遼介(3) ｱﾐﾀ ﾘｮｳｽｹ 男子 鹿児島 鹿児島玉龍中

男子3年 １００ｍ 86 2055 下入佐 亘成(3) ｼﾓｲﾘｻ ｺｳｾｲ 男子 鹿児島 太陽スポーツクラブ

男子3年 １００ｍ 86 2054 西川 蓮(3) ﾆｼｶﾜ ﾚﾝ 男子 鹿児島 太陽スポーツクラブ

男子3年 １００ｍ 86 2039 森 皇輝(3) ﾓﾘ ｺｳｷ 男子 鹿児島 SCC

男子3年 １００ｍ 86 97 神宮 雄大(3) ｼﾞﾝｸﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島 重富中

男子3年 １００ｍ 86 84 ⾧渡 遼翔(3) ﾅｶﾞﾄ ﾘｮｳｷ 男子 鹿児島 種子島中

男子3年 １００ｍ 86 109 今林 優朗(3) ｲﾏﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾛ 男子 鹿児島 出水中

男子3年 １００ｍ 86 162 久森 蓮真(3) ﾋｻﾓﾘ ﾚﾝﾏ 男子 鹿児島 和田中

男子3年 １００ｍ 86 305 大久保 快(3) ｵｵｸﾎﾞ ｶｲ 男子 鹿児島 谷山北中

男子3年 １００ｍ 86 167 竹ノ内 遼大(3) ﾀｹﾉｳﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 鹿児島 和田中

男子3年 １００ｍ 86 77 椨 耀司(3) ﾀﾌﾞ ﾖｳｼﾞ 男子 鹿児島 鹿大附属中

男子3年 １００ｍ 86 442 鮫島 銀太朗(3) ｻﾒｼﾏ ｷﾞﾝﾀﾛｳ 男子 鹿児島 吉野中

男子3年 １００ｍ 86 2031 福永 貴仁(3) ﾌｸﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 男子 鹿児島 ナンバーワンクラブ

男子3年 １００ｍ 86 56 瀬崎 麟太郎(3) ｾｻﾞｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 鹿児島 国分中

男子3年 １００ｍ 86 403 川添 蓮斗(3) ｶﾜｿﾞｴ ﾚﾝﾄ 男子 鹿児島 鴨池中

男子3年 １００ｍ 86 215 内野 慶大(3) ｳﾁﾉ ｹｲﾀ 男子 鹿児島 高尾野中

男子3年 １００ｍ 86 352 上野 雄誠(3) ｳｴﾉ ﾕｳｾｲ 男子 鹿児島 三笠中

男子3年 １００ｍ 86 30 上野 勇太(3) ｳｴﾉ ﾕｳﾀ 男子 鹿児島 加治木中

男子3年 １００ｍ 86 143 宮内 輝(3) ﾐﾔｳﾁ ﾋｶﾙ 男子 鹿児島 大崎中

男子3年 １００ｍ 86 252 河上 彪斗(3) ｶﾜｶﾐ ｱﾔﾄ 男子 鹿児島 谷山中

男子3年 １００ｍ 86 512 竹内 港音(3) ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾄ 男子 鹿児島 坊津学園中

男子3年 １００ｍ 86 212 隈元 広治(3) ｸﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 男子 鹿児島 輝北中

男子3年 １００ｍ 86 309 廣森 匠吾(3) ﾋﾛﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ 男子 鹿児島 谷山北中

男子3年 １００ｍ 86 2082 藤下 海里(3) ﾌｼﾞｼﾀ ｶｲﾘ 男子 鹿児島 別府クラブ

男子3年 １００ｍ 86 10 未吉 倫大(3) ｽｴﾖｼ ﾄﾓﾋﾛ 男子 鹿児島 東谷山中

男子3年 １００ｍ 86 85 鮫島 恵人(3) ｻﾒｼﾏ ｹｲﾄ 男子 鹿児島 種子島中

男子3年 １００ｍ 86 178 飯山 音生(3) ｲｲﾔﾏ ﾈｵ 男子 鹿児島 城西中

男子3年 １００ｍ 86 176 松下 快斗(3) ﾏﾂｼﾀ ｶｲﾄ 男子 鹿児島 城西中

男子3年 １００ｍ 86 125 石原 拳児(3) ｲｼﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 男子 鹿児島 川内中央中

男子3年 １００ｍ 86 357 鈴木 悠太(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 男子 鹿児島 南中

男子3年 １００ｍ 86 298 木口 楓斗(3) ｷｸﾞﾁ ｶｲﾄ 男子 鹿児島 川内北中

男子3年 １００ｍ 86 464 山田 雄也(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 男子 鹿児島 紫原中

男子3年 １００ｍ 86 516 河野 響(3) ｶﾜﾉ ﾋﾋﾞｷ 男子 鹿児島 伊集院中

男子3年 １００ｍ 86 31 伊地知 聖大(3) ｲﾁﾞﾁ ｼｮｳﾀ 男子 鹿児島 加治木中

男子3年 １００ｍ 86 337 川原 慶也(3) ｶﾜﾊﾗ ｹｲﾔ 男子 鹿児島 隼人中

男子3年 １００ｍ 86 563 太田 芳栄(3) ｵｵﾀ ﾖｼｴｲ 男子 鹿児島 伊敷中

男子3年 １００ｍ 86 214 川上 亮磨(3) ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾏ 男子 鹿児島 高尾野中

男子3年 １００ｍ 86 112 窪田 裕二郎(3) ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｼﾞﾛｳ 男子 鹿児島 出水中

男子3年 １００ｍ 86 6527 岩﨑 優斗(3) ｲﾜｻｷ ﾕｳﾄ 男子 宮 崎 都城西中

男子3年 １００ｍ 86 544 西元 鈴之進(3) ﾆｼﾓﾄ ｽｽﾞﾉｼﾝ 男子 鹿児島 楠隼中

男子3年 １００ｍ 86 2030 竹山 栄一朗(3) ﾀｹﾔﾏ ｴｲｲﾁﾛｳ 男子 鹿児島 ナンバーワンクラブ

男子3年 １００ｍ 86 79 福重 雄大(3) ﾌｸｼｹﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島 鹿大附属中

男子3年 １００ｍ 86 297 小原 直弥(3) ｺﾊﾞﾙ ﾅｵﾔ 男子 鹿児島 川内北中

男子3年 １００ｍ 86 545 清永 貴暉(3) ｷﾖﾅｶﾞ ﾀｶｷ 男子 鹿児島 楠隼中

男子3年 １００ｍ 86 554 植木 澄哉(3) ｳｴｷ ﾄｳﾔ 男子 鹿児島 星峯中

男子3年 １００ｍ 86 251 入鹿 有利(3) ｲﾘｼｶ ﾕｳﾘ 男子 鹿児島 谷山中

男子3年 １００ｍ 86 2001 福元 和輝(3) ﾌｸﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男子 鹿児島 鹿児島Jr

男子3年 １００ｍ 86 71 下平 悠仁(3) ｼﾓﾋﾗ ﾊﾙﾄ 男子 鹿児島 志布志中

男子3年 １００ｍ 86 336 田中 翼(3) ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ 男子 鹿児島 隼人中

男子3年 １００ｍ 86 605 平田 健大(3) ﾋﾗﾀ ｹﾝﾀ 男子 鹿児島 松元中



男子3年 １００ｍ 86 475 濱田 新之介(3) ﾊﾏﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 男子 鹿児島 天保山中

男子3年 １００ｍ 86 2009 川添 翔(3) ｶﾜｿｴ ｼｮｳ 男子 鹿児島 串木野西陸上

男子3年 １００ｍ 86 271 冨岡 風仁(3) ﾄﾐｵｶ ﾌｳｼﾞﾝ 男子 鹿児島 朝日中

男子3年 １００ｍ 86 287 ⾧谷 将功(3) ﾊｾ ﾀｽｸ 男子 鹿児島 皇徳寺中

男子3年 １００ｍ 86 511 岡元 隼(3) ｵｶﾓﾄ ｼｭﾝ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子3年 １００ｍ 86 540 鞆 真弘(3) ﾄﾓ ﾏﾋﾛ 男子 鹿児島 伊集院北中

男子3年 １００ｍ 86 461 木下 來祉(3) ｷｼﾀ ﾅﾁ 男子 鹿児島 紫原中

男子3年 １００ｍ 86 70 下平 匠奏(3) ｼﾓﾋﾗ ﾀｸﾄ 男子 鹿児島 志布志中

男子3年 １００ｍ 86 124 岩﨑 匠究(3) ｲﾜｻｷ ﾀｸﾐ 男子 鹿児島 川内中央中

男子3年 １００ｍ 86 518 樗木 洸星(3) ｵﾃｷ ｺｳｾｲ 男子 鹿児島 伊集院中

男子3年 １００ｍ 86 6531 中武 蓮(3) ﾅｶﾀﾞｹ ﾚﾝ 男子 宮 崎 都城西中

男子3年 １００ｍ 86 2046 中濵 大地(3) ﾅｶﾊﾏ ﾀﾞｲﾁ 男子 鹿児島 ISC

男子3年 １００ｍ 86 838 市ノ瀬 一冴(3) ｲﾁﾉｾ ｲｯｻ 男子 鹿児島 中種子中

男子3年 １００ｍ 86 539 内田 結人(3) ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 鹿児島 伊集院北中

男子3年 １００ｍ 86 407 池田 優孝(3) ｲｹﾀﾞ ﾕﾀｶ 男子 鹿児島 鴨池中

男子3年 １００ｍ 86 230 須田 悠斗(3) ｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 鹿児島 川内南中

男子3年 １００ｍ 86 478 川畑 忠敬(3) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀﾀﾞﾄｼ 男子 鹿児島 天保山中

男子3年 １００ｍ 86 374 前田 隆一朗(3) ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 男子 鹿児島 東市来中

男子3年 １００ｍ 86 38 水溜 大智(3) ﾐｽﾞﾀﾏﾘ ﾀﾞｲﾁ 男子 鹿児島 開聞中

男子3年 １００ｍ 86 39 櫻田 啓太(3) ｻｸﾗﾀﾞ ｹｲﾀ 男子 鹿児島 開聞中

男子3年 １００ｍ 86 428 宮之下 天麻(3) ﾐﾔﾉｼﾀ ﾃﾝﾏ 男子 鹿児島 宮之城中

男子3年 １００ｍ 86 377 田丸 友也(3) ﾀﾏﾙ ﾄﾓﾔ 男子 鹿児島 東市来中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

男子共通 ２００ｍ 101 541 加行 環(2) ｶｷﾞｮｳ ﾀﾏｷ 男子 鹿児島 伊集院北中

男子共通 ２００ｍ 101 225 門野 祐大(2) ｶﾄﾞﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島 桜丘中

男子共通 ２００ｍ 101 334 荒木 幹人(2) ｱﾗｷ ﾐｷﾄ 男子 鹿児島 知覧中

男子共通 ２００ｍ 101 319 松嶋 碧士(3) ﾏﾂｼﾏ ｱｵﾄ 男子 鹿児島 帖佐中

男子共通 ２００ｍ 101 320 小川 嗣友(3) ｵｶﾞﾜ ｼﾕｳ 男子 鹿児島 帖佐中

男子共通 ２００ｍ 101 270 押川 莞太朗(3) ｵｼｶﾜ ｶﾝﾀﾛｳ 男子 鹿児島 朝日中

男子共通 ２００ｍ 101 96 上杉 航大(3) ｳｴｽｷﾞ ｺｳﾀ 男子 鹿児島 重富中

男子共通 ２００ｍ 101 5119 中別府 煌洋(3) ﾅｶﾍﾞｯﾌﾟ ｺｳﾖｳ 男子 宮 崎 小林中

男子共通 ２００ｍ 101 2055 下入佐 亘成(3) ｼﾓｲﾘｻ ｺｳｾｲ 男子 鹿児島 太陽スポーツクラブ

男子共通 ２００ｍ 101 2054 西川 蓮(3) ﾆｼｶﾜ ﾚﾝ 男子 鹿児島 太陽スポーツクラブ

男子共通 ２００ｍ 101 2039 森 皇輝(3) ﾓﾘ ｺｳｷ 男子 鹿児島 SCC

男子共通 ２００ｍ 101 413 大尾 千紘(2) ﾀﾞｲｵ ﾁﾋﾛ 男子 鹿児島 野田中

男子共通 ２００ｍ 101 97 神宮 雄大(3) ｼﾞﾝｸﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島 重富中

男子共通 ２００ｍ 101 84 ⾧渡 遼翔(3) ﾅｶﾞﾄ ﾘｮｳｷ 男子 鹿児島 種子島中

男子共通 ２００ｍ 101 109 今林 優朗(3) ｲﾏﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾛ 男子 鹿児島 出水中

男子共通 ２００ｍ 101 48 中窪 日向(2) ﾅｶｸﾎﾞ ﾋﾅﾀ 男子 鹿児島 高山中

男子共通 ２００ｍ 101 162 久森 蓮真(3) ﾋｻﾓﾘ ﾚﾝﾏ 男子 鹿児島 和田中

男子共通 ２００ｍ 101 305 大久保 快(3) ｵｵｸﾎﾞ ｶｲ 男子 鹿児島 谷山北中

男子共通 ２００ｍ 101 6512 上森 匠馬(2) ｶﾐﾓﾘ ｼｮｳﾏ 男子 宮 崎 都城西中

男子共通 ２００ｍ 101 167 竹ノ内 遼大(3) ﾀｹﾉｳﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 鹿児島 和田中

男子共通 ２００ｍ 101 535 大久保 颯(2) ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾔﾄ 男子 鹿児島 鹿屋東中

男子共通 ２００ｍ 101 6523 立和田 誠龍(2) ﾀﾁﾜﾀﾞ ｼﾘｭｳ 男子 宮 崎 都城西中

男子共通 ２００ｍ 101 77 椨 耀司(3) ﾀﾌﾞ ﾖｳｼﾞ 男子 鹿児島 鹿大附属中

男子共通 ２００ｍ 101 442 鮫島 銀太朗(3) ｻﾒｼﾏ ｷﾞﾝﾀﾛｳ 男子 鹿児島 吉野中

男子共通 ２００ｍ 101 2031 福永 貴仁(3) ﾌｸﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 男子 鹿児島 ナンバーワンクラブ

男子共通 ２００ｍ 101 56 瀬崎 麟太郎(3) ｾｻﾞｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 鹿児島 国分中

男子共通 ２００ｍ 101 131 藤山 大輔(2) ﾌｼﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 男子 鹿児島 川内中央中

男子共通 ２００ｍ 101 400 水口 慶太(2) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｹｲﾀ 男子 鹿児島 鹿児島玉龍中

男子共通 ２００ｍ 101 403 川添 蓮斗(3) ｶﾜｿﾞｴ ﾚﾝﾄ 男子 鹿児島 鴨池中

男子共通 ２００ｍ 101 215 内野 慶大(3) ｳﾁﾉ ｹｲﾀ 男子 鹿児島 高尾野中



男子共通 ２００ｍ 101 223 福田 雄大(2) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島 高尾野中

男子共通 ２００ｍ 101 352 上野 雄誠(3) ｳｴﾉ ﾕｳｾｲ 男子 鹿児島 三笠中

男子共通 ２００ｍ 101 49 池元 夕将(2) ｲｹﾓﾄ ﾕｳｽｹ 男子 鹿児島 高山中

男子共通 ２００ｍ 101 273 清水 雅人(2) ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 男子 鹿児島 朝日中

男子共通 ２００ｍ 101 30 上野 勇太(3) ｳｴﾉ ﾕｳﾀ 男子 鹿児島 加治木中

男子共通 ２００ｍ 101 143 宮内 輝(3) ﾐﾔｳﾁ ﾋｶﾙ 男子 鹿児島 大崎中

男子共通 ２００ｍ 101 568 高添 倖太(2) ﾀｶｿﾞｴ ｺｳﾀ 男子 鹿児島 伊敷中

男子共通 ２００ｍ 101 455 榎木田 陸空(2) ｴﾉｷﾀﾞ ﾘｸ 男子 鹿児島 吾平中

男子共通 ２００ｍ 101 146 木尾 優仁(2) ｷｵ ﾕｳﾄ 男子 鹿児島 大崎中

男子共通 ２００ｍ 101 252 河上 彪斗(3) ｶﾜｶﾐ ｱﾔﾄ 男子 鹿児島 谷山中

男子共通 ２００ｍ 101 348 山元 雄宇(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ 男子 鹿児島 菱刈中

男子共通 ２００ｍ 101 371 亀﨑 大夢(2) ｶﾒｻｷ ﾋﾛﾑ 男子 鹿児島 れいめい中

男子共通 ２００ｍ 101 301 紙屋 瑠希(2) ｶﾐﾔ ﾘｭｳｷ 男子 鹿児島 川内北中

男子共通 ２００ｍ 101 512 竹内 港音(3) ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾄ 男子 鹿児島 坊津学園中

男子共通 ２００ｍ 101 303 下野 祐真(2) ｼﾓﾉ ﾕｳﾏ 男子 鹿児島 川内北中

男子共通 ２００ｍ 101 82 濱 晃太朗(2) ﾊﾏ ｺｳﾀﾛｳ 男子 鹿児島 鹿大附属中

男子共通 ２００ｍ 101 431 馬立 硫依翔(2) ﾏﾀﾃ ﾙｲﾄ 男子 鹿児島 宮之城中

男子共通 ２００ｍ 101 156 冨保 雄誠(2) ﾄﾐﾔｽ ﾕｳｾｲ 男子 鹿児島 末吉中

男子共通 ２００ｍ 101 607 紀野 勇翔(2) ｷﾉ ﾕｳｼｮｳ 男子 鹿児島 松元中

男子共通 ２００ｍ 101 353 肱黒 志祐(2) ﾋｼﾞｸﾛ ｼﾕｳ 男子 鹿児島 三笠中

男子共通 ２００ｍ 101 157 東 祐月(2) ﾋｶﾞｼ ﾕﾂﾞｷ 男子 鹿児島 末吉中

男子共通 ２００ｍ 101 372 福留 寛人(2) ﾌｸﾄﾞﾒ ﾋﾛﾄ 男子 鹿児島 れいめい中

男子共通 ２００ｍ 101 141 小倉 一樹(2) ｵｸﾞﾗ ｶｽﾞｷ 男子 鹿児島 川辺中

男子共通 ２００ｍ 101 378 江波 大凱(2) ｴﾅﾐ ﾀｲｶﾞ 男子 鹿児島 東市来中

男子共通 ２００ｍ 101 590 脇田 壮(2) ﾜｷﾀ ｿｳ 男子 鹿児島 甲南中

男子共通 ２００ｍ 101 212 隈元 広治(3) ｸﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 男子 鹿児島 輝北中

男子共通 ２００ｍ 101 29 崎山 壮志(3) ｻｷﾔﾏ ｿｳｼ 男子 鹿児島 加治木中

男子共通 ２００ｍ 101 3459 神河 悠真(3) ｶﾐｶﾜ ﾕｳﾏ 男子 宮 崎 宮崎大淀中

男子共通 ２００ｍ 101 22 花田 琥太郎(2) ﾊﾅﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 男子 鹿児島 東谷山中

男子共通 ２００ｍ 101 14 猪木 桜介(3) ｲﾉｷ ｵｳｽｹ 男子 鹿児島 東谷山中

男子共通 ２００ｍ 101 462 七夕 修(3) ﾀﾅﾊﾞﾀ ｼｭｳ 男子 鹿児島 紫原中

男子共通 ２００ｍ 101 344 大迫 漣(3) ｵｵｻｺ ﾚﾝ 男子 鹿児島 菱刈中

男子共通 ２００ｍ 101 477 行船 宏哉(3) ﾕｷﾌﾈ ﾋﾛﾔ 男子 鹿児島 天保山中

男子共通 ２００ｍ 101 3403 川越 祐摩(2) ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳﾏ 男子 宮 崎 宮崎西中

男子共通 ２００ｍ 101 133 橋口 嘉輝(2) ﾊｼｸﾞﾁ ﾖｼｷ 男子 鹿児島 川内中央中

男子共通 ２００ｍ 101 476 ⾧嶋 敬吾(3) ﾅｶﾞｼﾏ ｹｲｺﾞ 男子 鹿児島 天保山中

男子共通 ２００ｍ 101 457 萩﨑 駿矢(2) ﾊｷﾞｻｷ ｼｭﾝﾔ 男子 鹿児島 吾平中

男子共通 ２００ｍ 101 435 馬立 梨玖(2) ﾏﾀﾃ ﾘｸ 男子 鹿児島 宮之城中

男子共通 ２００ｍ 101 118 梅木 祐真(2) ｳﾒｷ ﾕｳﾏ 男子 鹿児島 上市来中

男子共通 ２００ｍ 101 284 久保 凛之助(2) ｸﾎﾞ ﾘﾝﾉｽｹ 男子 鹿児島 上市来中

男子共通 ２００ｍ 101 520 林田 空(2) ﾊﾔｼﾀﾞ ｿﾗ 男子 鹿児島 伊集院中

男子共通 ２００ｍ 101 523 田代 海翔(2) ﾀｼﾛ ｶｲﾄ 男子 鹿児島 伊集院中

男子共通 ２００ｍ 101 194 市場 大翔(2) ｲﾁﾊﾞ ﾋﾛﾄ 男子 鹿児島 城西中

男子共通 ２００ｍ 101 2028 中島 知希(3) ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｷ 男子 鹿児島 ナンバーワンクラブ

男子共通 ２００ｍ 101 64 泉 海斗(3) ｲｽﾞﾐ ｶｲﾄ 男子 鹿児島 志布志中

男子共通 ２００ｍ 101 72 千代留 優斗(3) ﾁﾖﾄﾞﾒ ﾕｳﾄ 男子 鹿児島 志布志中

男子共通 ２００ｍ 101 460 尾曲 真翔(3) ｵﾏｶﾞﾘ ﾏｻﾄ 男子 鹿児島 紫原中

男子共通 ２００ｍ 101 256 西ノ原 大輝(3) ﾆｼﾉﾊﾗ ﾀﾞｲﾔ 男子 鹿児島 谷山中

男子共通 ２００ｍ 101 492 石原 飛鳥(3) ｲｼﾊﾗ ｱｽｶ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子共通 ２００ｍ 101 87 平尾 俊太(3) ﾋﾗｵ ｼｭﾝﾀ 男子 鹿児島 種子島中

男子共通 ２００ｍ 101 173 内山 将汰(2) ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳﾀ 男子 鹿児島 羽島中

男子共通 ２００ｍ 101 571 小倉 龍信(2) ｵｸﾞﾗ ﾘｭｳｼﾝ 男子 鹿児島 伊敷中

男子共通 ２００ｍ 101 204 柳田 迅斗(3) ﾔﾅｷﾞﾀ ｼﾞﾝﾄ 男子 鹿児島 日当山中

男子共通 ２００ｍ 101 508 花森 寛人(2) ﾊﾅﾓﾘ ﾋﾛﾄ 男子 鹿児島 舞鶴中



男子共通 ２００ｍ 101 36 戸石 政人(3) ﾄｲｼ ﾏｻﾄ 男子 鹿児島 開聞中

男子共通 ２００ｍ 101 5108 筧 直大(3) ｶｹﾋ ﾅｵﾋﾛ 男子 宮 崎 小林中

男子共通 ２００ｍ 101 598 大迫 奎翔(2) ｵｵｻｺ ｹｲｼｮｳ 男子 鹿児島 万世中

男子共通 ２００ｍ 101 635 楠元 維吹(1) ｸｽﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 男子 鹿児島 川内南中

男子共通 ２００ｍ 101 636 蔵元 真廣(1) ｸﾗﾓﾄ ﾏﾋﾛ 男子 鹿児島 川内南中

男子共通 ２００ｍ 101 558 濱田 誠太(2) ﾊﾏﾀﾞ ｾｲﾀ 男子 鹿児島 星峯中

男子共通 ２００ｍ 101 560 倉岡 亜門(2) ｸﾗｵｶ ｱﾓﾝ 男子 鹿児島 星峯中

男子共通 ２００ｍ 101 582 春田 啓吾(2) ﾊﾙﾀ ｹｲｺﾞ 男子 鹿児島 甲南中

男子共通 ２００ｍ 101 184 赤塚 仁哉(2) ｱｶﾂｶ ｼﾞﾝﾔ 男子 鹿児島 城西中

男子共通 ２００ｍ 101 2067 稲村 紫音(2) ｲﾅﾑﾗ ｼｵﾝ 男子 鹿児島 高山ジュニア

男子共通 ２００ｍ 101 659 瀬戸上 翔太(1) ｾﾄｶﾞﾐ ｼｮｳﾀ 男子 鹿児島 鴨池中

男子共通 ２００ｍ 101 340 芝 玲穏(2) ｼﾊﾞ ﾚｵﾝ 男子 鹿児島 隼人中

男子共通 ２００ｍ 101 314 竹之内 綾汰(2) ﾀｹﾉｳﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 鹿児島 谷山北中

男子共通 ２００ｍ 101 376 久保 勇志(3) ｸﾎﾞ ﾕｳｼﾝ 男子 鹿児島 東市来中

男子共通 ２００ｍ 101 2068 福元 龍之介(2) ﾌｸﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 鹿児島 高山ジュニア

男子共通 ２００ｍ 101 209 山神 聖矢(2) ﾔﾏｶﾞﾐ ｾｲﾔ 男子 鹿児島 日当山中

男子共通 ２００ｍ 101 295 軍原 隼斗(2) ｸﾞﾝﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ 男子 鹿児島 生冠中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

男子共通 ４００ｍ 61 506 中釜 大翔(2) ﾅｶｶﾞﾏ ﾋﾛﾄ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子共通 ４００ｍ 61 257 櫨山 堅志郎(3) ﾊｾﾞﾔﾏ ｹﾝｼﾛｳ 男子 鹿児島 谷山中

男子共通 ４００ｍ 61 29 崎山 壮志(3) ｻｷﾔﾏ ｿｳｼ 男子 鹿児島 加治木中

男子共通 ４００ｍ 61 3459 神河 悠真(3) ｶﾐｶﾜ ﾕｳﾏ 男子 宮 崎 宮崎大淀中

男子共通 ４００ｍ 61 3458 矢野 凜誠(3) ﾔﾉ ﾘﾝｾｲ 男子 宮 崎 宮崎大淀中

男子共通 ４００ｍ 61 3401 川﨑 浩介(2) ｶﾜｻｷ ｺｳｽｹ 男子 宮 崎 宮崎西中

男子共通 ４００ｍ 61 22 花田 琥太郎(2) ﾊﾅﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 男子 鹿児島 東谷山中

男子共通 ４００ｍ 61 14 猪木 桜介(3) ｲﾉｷ ｵｳｽｹ 男子 鹿児島 東谷山中

男子共通 ４００ｍ 61 462 七夕 修(3) ﾀﾅﾊﾞﾀ ｼｭｳ 男子 鹿児島 紫原中

男子共通 ４００ｍ 61 5123 遠矢 陸(3) ﾄｵﾔ ﾘｸ 男子 宮 崎 小林中

男子共通 ４００ｍ 61 344 大迫 漣(3) ｵｵｻｺ ﾚﾝ 男子 鹿児島 菱刈中

男子共通 ４００ｍ 61 477 行船 宏哉(3) ﾕｷﾌﾈ ﾋﾛﾔ 男子 鹿児島 天保山中

男子共通 ４００ｍ 61 3403 川越 祐摩(2) ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳﾏ 男子 宮 崎 宮崎西中

男子共通 ４００ｍ 61 453 中窪 光(2) ﾅｶｸﾎﾞ ﾋｶﾙ 男子 鹿児島 吾平中

男子共通 ４００ｍ 61 234 冨永 裕吾(3) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳｺﾞ 男子 鹿児島 大口中央中

男子共通 ４００ｍ 61 133 橋口 嘉輝(2) ﾊｼｸﾞﾁ ﾖｼｷ 男子 鹿児島 川内中央中

男子共通 ４００ｍ 61 476 ⾧嶋 敬吾(3) ﾅｶﾞｼﾏ ｹｲｺﾞ 男子 鹿児島 天保山中

男子共通 ４００ｍ 61 309 廣森 匠吾(3) ﾋﾛﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ 男子 鹿児島 谷山北中

男子共通 ４００ｍ 61 346 松山 翔太(2) ﾏﾂﾔﾏ ｼｮｳﾀ 男子 鹿児島 菱刈中

男子共通 ４００ｍ 61 525 二石 悠正(2) ﾌﾀｲｼ ﾕｳｾｲ 男子 鹿児島 伊集院中

男子共通 ４００ｍ 61 149 倉園 暁翔(2) ｸﾗｿﾞﾉ ｱｷﾄ 男子 鹿児島 波野中

男子共通 ４００ｍ 61 402 常森 康仁(2) ﾂﾈﾓﾘ ﾔｽﾄ 男子 鹿児島 鹿児島玉龍中

男子共通 ４００ｍ 61 411 満園 翔希(3) ﾐﾂｿﾞﾉ ｼｮｳｷ 男子 鹿児島 喜入中

男子共通 ４００ｍ 61 108 岡本 龍聖(3) ｵｶﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 男子 鹿児島 出水中

男子共通 ４００ｍ 61 195 槐島 光莉(3) ｹﾞｼﾞﾏ ﾋｶﾘ 男子 鹿児島 日当山中

男子共通 ４００ｍ 61 119 山之口 翔琉(2) ﾔﾏﾉｸﾁ ｶｲﾘ 男子 鹿児島 上市来中

男子共通 ４００ｍ 61 579 大久保 諒(2) ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳ 男子 鹿児島 甲南中

男子共通 ４００ｍ 61 578 尾辻 拓人(3) ｵﾂｼﾞ ﾀｸﾄ 男子 鹿児島 甲南中

男子共通 ４００ｍ 61 117 梅木 柊真(2) ｳﾒｷ ﾄｳﾏ 男子 鹿児島 上市来中

男子共通 ４００ｍ 61 235 肱岡 悠熙(3) ﾋｼﾞｵｶ ﾕｳｷ 男子 鹿児島 大口中央中

男子共通 ４００ｍ 61 736 宮田 虎宗(2) ﾐﾔﾀ ｺﾄｷ 男子 鹿児島 川辺中

男子共通 ４００ｍ 61 275 田原 諒大(3) ﾀﾊﾗ ｱｻﾄ 男子 鹿児島 頴娃中

男子共通 ４００ｍ 61 180 肝付 隆翔(3) ｷﾓﾂｷ ﾘｭｳｼｮｳ 男子 鹿児島 城西中

男子共通 ４００ｍ 61 552 高﨑 陸(3) ﾀｶｻｷ ﾘｸ 男子 鹿児島 星峯中

男子共通 ４００ｍ 61 65 内山 智貴(3) ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ 男子 鹿児島 志布志中



男子共通 ４００ｍ 61 101 水溜 星友(2) ﾐｽﾞﾀﾏﾘ ｾｲﾕｳ 男子 鹿児島 重富中

男子共通 ４００ｍ 61 163 西窪 優斗(3) ﾆｼｸﾎﾞ ﾕｳﾄ 男子 鹿児島 和田中

男子共通 ４００ｍ 61 299 松永 健希(3) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｹｷ 男子 鹿児島 川内北中

男子共通 ４００ｍ 61 182 木藤 敦文(2) ｷﾄｳ ｱﾂﾋﾄ 男子 鹿児島 城西中

男子共通 ４００ｍ 61 494 永里 慶太(3) ﾅｶﾞｻﾄ ｹｲﾀ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子共通 ４００ｍ 61 154 野田 裕介(3) ﾉﾀﾞ ﾕｳｽｹ 男子 鹿児島 末吉中

男子共通 ４００ｍ 61 78 白樂 大義(3) ﾊｸﾗｸ ﾏｻﾖｼ 男子 鹿児島 鹿大附属中

男子共通 ４００ｍ 61 68 坂ノ上 佳嵩(3) ｻｶﾉｳｴ ﾖｼﾀｶ 男子 鹿児島 志布志中

男子共通 ４００ｍ 61 880 平野 琥青(3) ﾋﾗﾉ ｺｾｲ 男子 鹿児島 有明中

男子共通 ４００ｍ 61 6506 内村 嶺秀(3) ｳﾁﾑﾗ ﾚｲｼｭｳ 男子 宮 崎 都城西中

男子共通 ４００ｍ 61 409 富山 賀久飛(3) ﾄﾐﾔﾏ ｶﾞｸﾄ 男子 鹿児島 鴨池中

男子共通 ４００ｍ 61 441 坂山 智悠(3) ｻｶﾔﾏ ｼﾕｳ 男子 鹿児島 吉野中

男子共通 ４００ｍ 61 27 本村 大隼(3) ﾓﾄﾑﾗ ﾀｲｼｭﾝ 男子 鹿児島 加治木中

男子共通 ４００ｍ 61 543 立石 琉一郎(3) ﾀﾃｲｼ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 男子 鹿児島 楠隼中

男子共通 ４００ｍ 61 6505 横山 響(2) ﾖｺﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 男子 宮 崎 都城西中

男子共通 ４００ｍ 61 517 大迫 創太(3) ｵｵｻｺ ｿｳﾀ 男子 鹿児島 伊集院中

男子共通 ４００ｍ 61 555 時吉 悠生(3) ﾄｷﾖｼ ﾕｳｾｲ 男子 鹿児島 星峯中

男子共通 ４００ｍ 61 99 川畑 直樹(3) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅｵｷ 男子 鹿児島 重富中

男子共通 ４００ｍ 61 842 光同寺 立翠(3) ｺｳﾄﾞｳｼﾞ ﾘｭｳｽｲ 男子 鹿児島 楠隼中

男子共通 ４００ｍ 61 657 重田 遼(1) ｼｹﾞﾀ ﾘｮｳ 男子 鹿児島 鴨池中

男子共通 ４００ｍ 61 331 福留 聖翔(2) ﾌｸﾄﾞﾒ ｾｲﾄ 男子 鹿児島 帖佐中

男子共通 ４００ｍ 61 603 久永 蘭真(3) ﾋｻﾅｶﾞ ﾗﾝﾏ 男子 鹿児島 松元中

男子共通 ４００ｍ 61 261 米倉 知磨(3) ﾖﾈｸﾗ ｶｽﾞﾏ 男子 鹿児島 谷山中

男子共通 ４００ｍ 61 205 岩下 救(2) ｲﾜｼﾀ ﾀｽｸ 男子 鹿児島 日当山中

男子共通 ４００ｍ 61 286 白澤 悠大(3) ｼﾗｻﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島 皇徳寺中

男子共通 ４００ｍ 61 937 白坂 遵(1) ｼﾗｻｶ ｼﾞｭﾝ 男子 鹿児島 谷山北中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

男子共通 ８００ｍ 98 345 樋渡 瑞基(2) ﾋﾜﾀｼ ﾐｽﾞｷ 男子 鹿児島 菱刈中

男子共通 ８００ｍ 98 499 坂元 龍晟(2) ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子共通 ８００ｍ 98 389 鈴木 雄翔(2) ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ 男子 鹿児島 米ノ津中

男子共通 ８００ｍ 98 257 櫨山 堅志郎(3) ﾊｾﾞﾔﾏ ｹﾝｼﾛｳ 男子 鹿児島 谷山中

男子共通 ８００ｍ 98 3458 矢野 凜誠(3) ﾔﾉ ﾘﾝｾｲ 男子 宮 崎 宮崎大淀中

男子共通 ８００ｍ 98 453 中窪 光(2) ﾅｶｸﾎﾞ ﾋｶﾙ 男子 鹿児島 吾平中

男子共通 ８００ｍ 98 234 冨永 裕吾(3) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳｺﾞ 男子 鹿児島 大口中央中

男子共通 ８００ｍ 98 525 二石 悠正(2) ﾌﾀｲｼ ﾕｳｾｲ 男子 鹿児島 伊集院中

男子共通 ８００ｍ 98 149 倉園 暁翔(2) ｸﾗｿﾞﾉ ｱｷﾄ 男子 鹿児島 波野中

男子共通 ８００ｍ 98 402 常森 康仁(2) ﾂﾈﾓﾘ ﾔｽﾄ 男子 鹿児島 鹿児島玉龍中

男子共通 ８００ｍ 98 108 岡本 龍聖(3) ｵｶﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 男子 鹿児島 出水中

男子共通 ８００ｍ 98 119 山之口 翔琉(2) ﾔﾏﾉｸﾁ ｶｲﾘ 男子 鹿児島 上市来中

男子共通 ８００ｍ 98 235 肱岡 悠熙(3) ﾋｼﾞｵｶ ﾕｳｷ 男子 鹿児島 大口中央中

男子共通 ８００ｍ 98 275 田原 諒大(3) ﾀﾊﾗ ｱｻﾄ 男子 鹿児島 頴娃中

男子共通 ８００ｍ 98 6535 和田 麻里(3) ﾜﾀﾞ ﾏｻﾄ 男子 宮 崎 都城西中

男子共通 ８００ｍ 98 180 肝付 隆翔(3) ｷﾓﾂｷ ﾘｭｳｼｮｳ 男子 鹿児島 城西中

男子共通 ８００ｍ 98 5126 山下 晴琉(2) ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙ 男子 宮 崎 小林中

男子共通 ８００ｍ 98 552 高﨑 陸(3) ﾀｶｻｷ ﾘｸ 男子 鹿児島 星峯中

男子共通 ８００ｍ 98 51 寺園 智輝(2) ﾃﾗｿﾞﾉ ﾄﾓｷ 男子 鹿児島 高山中

男子共通 ８００ｍ 98 65 内山 智貴(3) ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ 男子 鹿児島 志布志中

男子共通 ８００ｍ 98 5113 村岡 草太(3) ﾑﾗｵｶ ｿｳﾀ 男子 宮 崎 小林中

男子共通 ８００ｍ 98 513 岩﨑 海斗(2) ｲﾜｻｷ ｶｲﾄ 男子 鹿児島 坊津学園中

男子共通 ８００ｍ 98 443 北里 優弥(2) ｷﾀｻﾞﾄ ﾕｳﾔ 男子 鹿児島 吉野中

男子共通 ８００ｍ 98 158 大曲 渉月(2) ｵｵﾏｶﾞﾘ ﾜﾀﾙ 男子 鹿児島 末吉中

男子共通 ８００ｍ 98 153 大曲 海音(3) ｵｵﾏｶﾞﾘ ｶｲﾄ 男子 鹿児島 末吉中

男子共通 ８００ｍ 98 211 屋地 康輝(3) ﾔｼﾞ ｺｳｷ 男子 鹿児島 輝北中



男子共通 ８００ｍ 98 213 大窪 翔竜(2) ｵｵｸﾎﾞ ｼﾘｭｳ 男子 鹿児島 輝北中

男子共通 ８００ｍ 98 415 佐々木 幹太(2) ｻｻｷ ｶﾝﾀ 男子 鹿児島 野田中

男子共通 ８００ｍ 98 481 立迫 大徳(2) ﾀﾁｻﾞｺ ﾋﾛﾉﾘ 男子 鹿児島 天保山中

男子共通 ８００ｍ 98 137 角 喜丞(3) ｶﾄﾞ ｷｽｹ 男子 鹿児島 川辺中

男子共通 ８００ｍ 98 347 溝口 健斗(2) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 男子 鹿児島 菱刈中

男子共通 ８００ｍ 98 566 西浦 雄真(3) ﾆｼｳﾗ ﾕｳﾏ 男子 鹿児島 伊敷中

男子共通 ８００ｍ 98 308 東久保 優清(3) ﾋｶﾞｼｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ 男子 鹿児島 谷山北中

男子共通 ８００ｍ 98 341 鹿嶋 一希(2) ｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 男子 鹿児島 隼人中

男子共通 ８００ｍ 98 745 池亀 侑生(3) ｲｹｶﾞﾒ ﾕｳｷ 男子 鹿児島 中種子中

男子共通 ８００ｍ 98 28 山下 瑛照(3) ﾔﾏｼﾀ ｴｲｼｮｳ 男子 鹿児島 加治木中

男子共通 ８００ｍ 98 8 迫 龍希(3) ｻｺ ﾘｭｳｷ 男子 鹿児島 東谷山中

男子共通 ８００ｍ 98 1 山﨑 航毅(3) ﾔﾏｻｷ ｺｳｷ 男子 鹿児島 国分南中

男子共通 ８００ｍ 98 3 榊 昴晴(2) ｻｶｷ ｽﾊﾞﾙ 男子 鹿児島 国分南中

男子共通 ８００ｍ 98 181 笠井 琳太郎(3) ｶｻｲ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 鹿児島 城西中

男子共通 ８００ｍ 98 3408 櫻井 将吾(2) ｻｸﾗｲ ｼｮｳｺﾞ 男子 宮 崎 宮崎西中

男子共通 ８００ｍ 98 412 満園 悠真(2) ﾐﾂｿﾞﾉ ﾕｳﾏ 男子 鹿児島 喜入中

男子共通 ８００ｍ 98 132 黒木 飛翔(2) ｸﾛｷ ﾂﾊﾞｻ 男子 鹿児島 川内中央中

男子共通 ８００ｍ 98 333 猪狩 歩夢(2) ｲｶﾞﾘ ｱﾕﾑ 男子 鹿児島 知覧中

男子共通 ８００ｍ 98 104 菅野 陽心(2) ｽｶﾞﾉ ﾖｳｼﾝ 男子 鹿児島 重富中

男子共通 ８００ｍ 98 283 内之宮 巧昌(3) ｳﾁﾉﾐﾔ ﾖｼｱｷ 男子 鹿児島 加世田中

男子共通 ８００ｍ 98 2079 谷村 航(2) ﾀﾆﾑﾗ ﾜﾀﾙ 男子 鹿児島 奄美SRC

男子共通 ８００ｍ 98 742 中野 光瑠(1) ﾅｶﾉ ﾋｶﾙ 男子 鹿児島 知覧中

男子共通 ８００ｍ 98 11 寺元 雅(3) ﾃﾗﾓﾄ ﾐﾔﾋﾞ 男子 鹿児島 東谷山中

男子共通 ８００ｍ 98 135 大良 優斗(2) ﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 男子 鹿児島 川内中央中

男子共通 ８００ｍ 98 302 慶田 琢磨(2) ｹｲﾀﾞ ﾀｸﾏ 男子 鹿児島 川内北中

男子共通 ８００ｍ 98 664 冨川 侑雅(1) ﾄﾐｶﾜ ﾕｳｶﾞ 男子 鹿児島 吉野東中

男子共通 ８００ｍ 98 294 砂坂 健太(3) ｽﾅｻｶ ｹﾝﾀ 男子 鹿児島 生冠中

男子共通 ８００ｍ 98 789 有村 柚輝(1) ｱﾘﾑﾗ ﾕｽﾞｷ 男子 鹿児島 紫原中

男子共通 ８００ｍ 98 788 児玉 蒼空(1) ｺﾀﾞﾏ ｿﾗ 男子 鹿児島 紫原中

男子共通 ８００ｍ 98 3461 那須 有真(3) ﾅｽ ﾕｳﾏ 男子 宮 崎 宮崎大淀中

男子共通 ８００ｍ 98 292 砂坂 康太(3) ｽﾅｻｶ ｺｳﾀ 男子 鹿児島 生冠中

男子共通 ８００ｍ 98 165 城ヶ﨑 悠悟(3) ｼﾞｮｳｶﾞｻｷ ﾕｳｺﾞ 男子 鹿児島 和田中

男子共通 ８００ｍ 98 196 津田和 智也(3) ﾂﾀﾞﾜ ﾄﾓﾔ 男子 鹿児島 日当山中

男子共通 ８００ｍ 98 200 波留 怜翔(3) ﾊﾙ ﾚﾝﾄ 男子 鹿児島 日当山中

男子共通 ８００ｍ 98 246 小川 直緒冬(3) ｵｶﾞﾜ ﾅｵﾄ 男子 鹿児島 第一鹿屋中

男子共通 ８００ｍ 98 37 中間 謙心(3) ﾅｶﾏ ｹﾝｼﾝ 男子 鹿児島 開聞中

男子共通 ８００ｍ 98 245 児玉 星輝(3) ｺﾀﾞﾏ ﾙｲｷ 男子 鹿児島 第一鹿屋中

男子共通 ８００ｍ 98 304 田中 慶次(3) ﾀﾅｶ ｹｲｼﾞ 男子 鹿児島 谷山北中

男子共通 ８００ｍ 98 267 牧内 天優(3) ﾏｷｳﾁ ﾃﾝﾕｳ 男子 鹿児島 阿久根中

男子共通 ８００ｍ 98 447 横山 亜門(2) ﾖｺﾔﾏ ｱﾓﾝ 男子 鹿児島 阿久根中

男子共通 ８００ｍ 98 6532 東 航希(3) ﾋｶﾞｼ ｺｳｷ 男子 宮 崎 都城西中

男子共通 ８００ｍ 98 264 福永 隼斗(2) ﾌｸﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ 男子 鹿児島 谷山中

男子共通 ８００ｍ 98 367 濵本 翔太(2) ﾊﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男子 鹿児島 吉野東中

男子共通 ８００ｍ 98 330 内田 魁俐(2) ｳﾁﾀﾞ ｶｲﾘ 男子 鹿児島 帖佐中

男子共通 ８００ｍ 98 174 堀切 颯真(2) ﾎﾘｷﾘ ｿｳﾏ 男子 鹿児島 羽島中

男子共通 ８００ｍ 98 479 山川 大心(3) ﾔﾏｶﾜ ﾀｲｼﾝ 男子 鹿児島 天保山中

男子共通 ８００ｍ 98 373 園田 直希(3) ｿﾉﾀﾞ ﾅｵｷ 男子 鹿児島 東市来中

男子共通 ８００ｍ 98 59 吉留 陸叶(3) ﾖｼﾄﾞﾒ ﾘｸﾄ 男子 鹿児島 国分中

男子共通 ８００ｍ 98 73 福山 将平(3) ﾌｸﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 男子 鹿児島 志布志中

男子共通 ８００ｍ 98 382 小屋敷 航(2) ｺﾔｼｷ ﾜﾀﾙ 男子 鹿児島 東市来中

男子共通 ８００ｍ 98 219 上野 健汰(2) ｳｴﾉ ｹﾝﾀ 男子 鹿児島 高尾野中

男子共通 ８００ｍ 98 500 茶円 大輝(2) ﾁｬｴﾝ ﾀﾞｲｷ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子共通 ８００ｍ 98 434 内村 博斗(2) ｳﾁﾑﾗ ﾋﾛﾄ 男子 鹿児島 宮之城中

男子共通 ８００ｍ 98 570 柿内 心温(2) ｶｷｳﾁ ｼｵﾝ 男子 鹿児島 伊敷中



男子共通 ８００ｍ 98 26 東 正真(3) ﾋｶﾞｼ ｼｮｳﾏ 男子 鹿児島 加治木中

男子共通 ８００ｍ 98 138 諏訪 孝太(3) ｽﾜ ｺｳﾀ 男子 鹿児島 川辺中

男子共通 ８００ｍ 98 527 逆井 駿希(2) ｻｶｻｲ ﾄｼｷ 男子 鹿児島 伊集院中

男子共通 ８００ｍ 98 436 満冨 勇太(2) ﾐﾂﾄﾐ ﾕｳﾀ 男子 鹿児島 宮之城中

男子共通 ８００ｍ 98 483 奥 泰人(3) ｵｸ ﾀｲﾄ 男子 鹿児島 武岡中

男子共通 ８００ｍ 98 643 鮫島 虎太郎(1) ｻﾒｼﾏ ｺﾀﾛｳ 男子 鹿児島 羽島中

男子共通 ８００ｍ 98 63 井出 颯斗(2) ｲﾃﾞ ﾊﾔﾄ 男子 鹿児島 国分中

男子共通 ８００ｍ 98 890 岩川 竜武(1) ｲﾜｶﾜ ﾘｮｳﾑ 男子 鹿児島 帖佐中

男子共通 ８００ｍ 98 422 山下 慶修(3) ﾔﾏｼﾀ ｹｲｼｭｳ 男子 鹿児島 松山中

男子共通 ８００ｍ 98 423 丸野 心与(2) ﾏﾙﾉ ｻﾈﾄﾓ 男子 鹿児島 松山中

男子共通 ８００ｍ 98 900 濱田 大輝(1) ﾊﾏﾀﾞ ｵｵｷ 男子 鹿児島 松元中

男子共通 ８００ｍ 98 826 横山 賢太朗(2) ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 鹿児島 鹿児島玉龍中

男子共通 ８００ｍ 98 869 中村 創(1) ﾅｶﾑﾗ ｿｳ 男子 鹿児島 南中

男子共通 ８００ｍ 98 587 髙橋 巧(2) ﾀｶﾊｼ ｺｳ 男子 鹿児島 甲南中

男子共通 ８００ｍ 98 445 福山 翔(2) ﾌｸﾔﾏ ｼｮｳ 男子 鹿児島 吉野中

男子共通 ８００ｍ 98 651 井上 統道(1) ｲﾉｳｴ ﾄｳｼﾞ 男子 鹿児島 加世田中

男子共通 ８００ｍ 98 898 中城 大志(1) ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｲｼ 男子 鹿児島 松元中

男子共通 ８００ｍ 98 783 肥後 愛翔(1) ﾋｺﾞ ﾏﾅﾄ 男子 鹿児島 万世中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

男子1年 １５００ｍ 78 849 時吉 隆成(1) ﾄｷﾖｼ ﾘｭｳｾｲ 男子 鹿児島 菱刈中

男子1年 １５００ｍ 78 832 前田 諒太(1) ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 鹿児島 城西中

男子1年 １５００ｍ 78 2080 大山 倖汰(1) ｵｵﾔﾏ ｺｳﾀ 男子 鹿児島 奄美SRC

男子1年 １５００ｍ 78 762 山下 煌生(1) ﾔﾏｼﾀ ｺｳｾｲ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子1年 １５００ｍ 78 841 中野 恵史(1) ﾅｶﾉ ｹｲｼ 男子 鹿児島 波野中

男子1年 １５００ｍ 78 742 中野 光瑠(1) ﾅｶﾉ ﾋｶﾙ 男子 鹿児島 知覧中

男子1年 １５００ｍ 78 856 野口 真志(1) ﾉｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 男子 鹿児島 伊集院中

男子1年 １５００ｍ 78 822 松永 賢志郎(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ｹﾝｼﾛｳ 男子 鹿児島 鹿児島玉龍中

男子1年 １５００ｍ 78 941 川原 広聖(1) ｶﾜﾊﾗ ｺｳｾｲ 男子 鹿児島 隼人中

男子1年 １５００ｍ 78 816 上野 智徳(1) ｳｴﾉ ﾄﾓﾉﾘ 男子 鹿児島 大崎中

男子1年 １５００ｍ 78 818 河野 勇斗(1) ｶﾜﾉ ﾕｳﾄ 男子 鹿児島 大崎中

男子1年 １５００ｍ 78 617 岩切 煌世(1) ｲﾜｷﾘ ｺｳｾｲ 男子 鹿児島 大口中央中

男子1年 １５００ｍ 78 671 原 幸士朗(1) ﾊﾗ ｺｳｼﾛｳ 男子 鹿児島 宮之城中

男子1年 １５００ｍ 78 669 柳田 悠翔(1) ﾔﾅｷﾞﾀ ﾕｳﾄ 男子 鹿児島 宮之城中

男子1年 １５００ｍ 78 806 登立 樹(1) ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ ｲﾂｷ 男子 鹿児島 天保山中

男子1年 １５００ｍ 78 835 吉留 遼(1) ﾖｼﾄﾞﾒ ﾘｮｳ 男子 鹿児島 城西中

男子1年 １５００ｍ 78 797 石窪 瞬(1) ｲｼｸﾎﾞ ｼｭﾝ 男子 鹿児島 谷山中

男子1年 １５００ｍ 78 799 今村 賢人(1) ｲﾏﾑﾗ ｹﾝﾄ 男子 鹿児島 谷山中

男子1年 １５００ｍ 78 3474 井手 健慎(1) ｲﾃﾞ ｹﾝｼﾝ 男子 宮 崎 宮崎大淀中

男子1年 １５００ｍ 78 3498 隈部 竜真(1) ｸﾏﾍﾞ ﾘｭｳｼﾝ 男子 宮 崎 宮崎大淀中

男子1年 １５００ｍ 78 695 日高 悠翔(1) ﾋﾀﾞｶ ﾕｳﾄ 男子 鹿児島 高山中

男子1年 １５００ｍ 78 2072 永野 景聖(1) ﾅｶﾞﾉ ｹｲｼｮｳ 男子 鹿児島 NRA

男子1年 １５００ｍ 78 5107 吉元 泰一朗(1) ﾖｼﾓﾄ ﾀｲｲﾁﾛｳ 男子 宮 崎 小林中

男子1年 １５００ｍ 78 5103 前村 優和(1) ﾏｴﾑﾗ ﾋﾛﾄ 男子 宮 崎 小林中

男子1年 １５００ｍ 78 848 桑野 康星(1) ｸﾜﾉ ｺｳｾｲ 男子 鹿児島 東谷山中

男子1年 １５００ｍ 78 648 山下 正宗(1) ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾑﾈ 男子 鹿児島 伊敷中

男子1年 １５００ｍ 78 626 弓指 浩史郎(1) ﾕﾐｻｼ ｺｳｼﾛｳ 男子 鹿児島 国分南中

男子1年 １５００ｍ 78 897 永井 大晟(1) ﾅｶﾞｲ ﾀｲｾｲ 男子 鹿児島 松元中

男子1年 １５００ｍ 78 692 地所 莉央(1) ﾁｼｮ ﾘｵ 男子 鹿児島 高山中

男子1年 １５００ｍ 78 899 櫨元 優馬(1) ﾊｾﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ 男子 鹿児島 松元中

男子1年 １５００ｍ 78 765 茅野 泰介(1) ｶﾔﾉ ﾀｲｽｹ 男子 鹿児島 枕崎中

男子1年 １５００ｍ 78 749 小園 竜成(1) ｺｿﾞﾉ ﾘｭｳｾｲ 男子 鹿児島 東市来中

男子1年 １５００ｍ 78 891 大平 倫嗣(1) ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾋﾄﾂｸﾞ 男子 鹿児島 帖佐中

男子1年 １５００ｍ 78 274 上村 治喜(1) ｶﾐﾑﾗ ﾊﾙｷ 男子 鹿児島 宇都中



男子1年 １５００ｍ 78 828 東杢比野 涼介(1) ﾋｶﾞｼﾑｸﾋﾉ ﾘｮｳｽｹ 男子 鹿児島 国分南中

男子1年 １５００ｍ 78 654 二宮 匠(1) ﾆﾉﾐﾔ ﾀｸﾐ 男子 鹿児島 加世田中

男子1年 １５００ｍ 78 883 松久保 貴也(1) ﾏﾂｸﾎﾞ ﾀｶﾔ 男子 鹿児島 重富中

男子1年 １５００ｍ 78 894 ⾧渡 康聖(1) ﾅｶﾞﾄ ｺｳｾｲ 男子 鹿児島 帖佐中

男子1年 １５００ｍ 78 631 西手 新陽(1) ﾆｼﾃ ｱﾗﾀ 男子 鹿児島 川内南中

男子1年 １５００ｍ 78 729 竹田 真翔(1) ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅﾄ 男子 鹿児島 川内中央中

男子1年 １５００ｍ 78 723 一村 昊輝(1) ｲﾁﾑﾗ ｺｳｷ 男子 鹿児島 西紫原中

男子1年 １５００ｍ 78 726 清水 泰地(1) ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 男子 鹿児島 西紫原中

男子1年 １５００ｍ 78 882 竹下 涼(1) ﾀｹｼﾀ ﾘｮｳ 男子 鹿児島 重富中

男子1年 １５００ｍ 78 958 嶽 大暉(1) ﾀｹ ﾋﾛｷ 男子 鹿児島 星峯中

男子1年 １５００ｍ 78 660 宮路 泰陽(1) ﾐﾔｼﾞ ﾀｲﾖｳ 男子 鹿児島 鴨池中

男子1年 １５００ｍ 78 917 加治屋 恵吾(1) ｶｼﾞﾔ ｹｲｺﾞ 男子 鹿児島 和田中

男子1年 １５００ｍ 78 755 迫 頼夢(1) ｻｺ ﾗｲﾑ 男子 鹿児島 東谷山中

男子1年 １５００ｍ 78 640 清原 琉ノ進(1) ｷﾖﾊﾗ ﾘｭｳﾉｼﾝ 男子 鹿児島 高尾野中

男子1年 １５００ｍ 78 650 宇都 響(1) ｳﾄ ﾋﾋﾞｷ 男子 鹿児島 伊敷中

男子1年 １５００ｍ 78 824 新村 耕己(1) ｼﾝﾑﾗ ｺｳｷ 男子 鹿児島 鹿児島玉龍中

男子1年 １５００ｍ 78 761 西川 皇志(1) ﾆｼｶﾜ ｺｳｼ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子1年 １５００ｍ 78 855 馬場 隆羅(1) ﾊﾞﾊﾞ ﾘｭｳﾗ 男子 鹿児島 伊集院中

男子1年 １５００ｍ 78 656 中間 翔偉(1) ﾅｶﾏ ｼｮｳｲ 男子 鹿児島 開聞中

男子1年 １５００ｍ 78 616 中園 頸翔(1) ﾅｶｿﾞﾉ ｹｲｼｮｳ 男子 鹿児島 国分中

男子1年 １５００ｍ 78 785 園田 麗央(1) ｿﾉﾀﾞ ﾚｵ 男子 鹿児島 紫原中

男子1年 １５００ｍ 78 876 重久 陽輝(1) ｼｹﾞﾋｻ ﾊﾙｷ 男子 鹿児島 志布志中

男子1年 １５００ｍ 78 795 岩城 昊(1) ｲﾜｷ ｿﾗ 男子 鹿児島 桜丘中

男子1年 １５００ｍ 78 734 沖野 巧(1) ｵｷﾉ ﾀｸﾐ 男子 鹿児島 川辺中

男子1年 １５００ｍ 78 732 藏元 秀謙(1) ｸﾗﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ 男子 鹿児島 川辺中

男子1年 １５００ｍ 78 2071 橋口 晋賀(1) ﾊｼｸﾞﾁ ｼﾝｶﾞ 男子 鹿児島 高山ジュニア

男子1年 １５００ｍ 78 786 松元 英樹(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 男子 鹿児島 紫原中

男子1年 １５００ｍ 78 936 平瀨 蒼太(1) ﾋﾗｾ ｿｳﾀ 男子 鹿児島 谷山北中

男子1年 １５００ｍ 78 935 福永 竜也(1) ﾌｸﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ 男子 鹿児島 谷山北中

男子1年 １５００ｍ 78 911 松元 龍斗(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 男子 鹿児島 吉野中

男子1年 １５００ｍ 78 967 亀田 翔空(1) ｶﾒﾀﾞ ﾄｱ 男子 鹿児島 吉野中

男子1年 １５００ｍ 78 620 軸屋 尊斗(1) ｼﾞｸﾔ ﾐｺﾄ 男子 鹿児島 加治木中

男子1年 １５００ｍ 78 619 馬庭 瑞稀(1) ﾏﾆﾜ ﾐｽﾞｷ 男子 鹿児島 加治木中

男子1年 １５００ｍ 78 949 轟木 裕介(1) ﾄﾄﾞﾛｷ ﾕｳｽｹ 男子 鹿児島 星峯中

男子1年 １５００ｍ 78 743 菊永 由良(1) ｷｸﾅｶﾞ ﾕﾗ 男子 鹿児島 知覧中

男子1年 １５００ｍ 78 730 上平 莉功(1) ｶﾐﾋﾗ ﾘｸ 男子 鹿児島 川内中央中

男子1年 １５００ｍ 78 867 狩元 辰毅(1) ｶﾘﾓﾄ ﾀﾂｷ 男子 鹿児島 南中

男子1年 １５００ｍ 78 870 柳田 蓮(1) ﾔﾅｷﾞﾀ ﾚﾝ 男子 鹿児島 南中

男子1年 １５００ｍ 78 782 宮迫 空斗(1) ﾐﾔｻｺ ｸｳﾄ 男子 鹿児島 国分中

男子1年 １５００ｍ 78 653 永田 暁(1) ﾅｶﾞﾀ ｱｶﾂｷ 男子 鹿児島 加世田中

男子1年 １５００ｍ 78 710 髙木 恵介(1) ﾀｶｷ ｹｲｽｹ 男子 鹿児島 松山中

男子1年 １５００ｍ 78 877 宮脇 隆之介(1) ﾐﾔﾜｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 鹿児島 志布志中

男子1年 １５００ｍ 78 711 ⾧尾 悠太(1) ﾅｶﾞｵ ﾕｳﾀ 男子 鹿児島 松山中

男子1年 １５００ｍ 78 814 中間 悠人(1) ﾅｶﾏ ﾊﾙﾄ 男子 鹿児島 伊集院北中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

男子共通 １５００ｍ 127 346 松山 翔太(2) ﾏﾂﾔﾏ ｼｮｳﾀ 男子 鹿児島 菱刈中

男子共通 １５００ｍ 127 579 大久保 諒(2) ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳ 男子 鹿児島 甲南中

男子共通 １５００ｍ 127 736 宮田 虎宗(2) ﾐﾔﾀ ｺﾄｷ 男子 鹿児島 川辺中

男子共通 １５００ｍ 127 6535 和田 麻里(3) ﾜﾀﾞ ﾏｻﾄ 男子 宮 崎 都城西中

男子共通 １５００ｍ 127 5126 山下 晴琉(2) ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙ 男子 宮 崎 小林中

男子共通 １５００ｍ 127 51 寺園 智輝(2) ﾃﾗｿﾞﾉ ﾄﾓｷ 男子 鹿児島 高山中

男子共通 １５００ｍ 127 5113 村岡 草太(3) ﾑﾗｵｶ ｿｳﾀ 男子 宮 崎 小林中

男子共通 １５００ｍ 127 513 岩﨑 海斗(2) ｲﾜｻｷ ｶｲﾄ 男子 鹿児島 坊津学園中



男子共通 １５００ｍ 127 158 大曲 渉月(2) ｵｵﾏｶﾞﾘ ﾜﾀﾙ 男子 鹿児島 末吉中

男子共通 １５００ｍ 127 211 屋地 康輝(3) ﾔｼﾞ ｺｳｷ 男子 鹿児島 輝北中

男子共通 １５００ｍ 127 213 大窪 翔竜(2) ｵｵｸﾎﾞ ｼﾘｭｳ 男子 鹿児島 輝北中

男子共通 １５００ｍ 127 415 佐々木 幹太(2) ｻｻｷ ｶﾝﾀ 男子 鹿児島 野田中

男子共通 １５００ｍ 127 57 吉村 淑秀(3) ﾖｼﾑﾗ ﾄｼﾋﾃﾞ 男子 鹿児島 国分中

男子共通 １５００ｍ 127 481 立迫 大徳(2) ﾀﾁｻﾞｺ ﾋﾛﾉﾘ 男子 鹿児島 天保山中

男子共通 １５００ｍ 127 387 池田 結楽(3) ｲｹﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 男子 鹿児島 米ノ津中

男子共通 １５００ｍ 127 137 角 喜丞(3) ｶﾄﾞ ｷｽｹ 男子 鹿児島 川辺中

男子共通 １５００ｍ 127 242 岩元 風馬(3) ｲﾜﾓﾄ ﾌｳﾏ 男子 鹿児島 第一鹿屋中

男子共通 １５００ｍ 127 290 加藤 大夢(3) ｶﾄｳ ﾋﾛﾑ 男子 鹿児島 桜山中

男子共通 １５００ｍ 127 237 猩々 晴天(3) ｼｮｳｼﾞｮｳ ｾｲﾃﾝ 男子 鹿児島 大口中央中

男子共通 １５００ｍ 127 347 溝口 健斗(2) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 男子 鹿児島 菱刈中

男子共通 １５００ｍ 127 569 宮内 大輔(2) ﾐﾔｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 男子 鹿児島 伊敷中

男子共通 １５００ｍ 127 566 西浦 雄真(3) ﾆｼｳﾗ ﾕｳﾏ 男子 鹿児島 伊敷中

男子共通 １５００ｍ 127 308 東久保 優清(3) ﾋｶﾞｼｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ 男子 鹿児島 谷山北中

男子共通 １５００ｍ 127 341 鹿嶋 一希(2) ｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 男子 鹿児島 隼人中

男子共通 １５００ｍ 127 745 池亀 侑生(3) ｲｹｶﾞﾒ ﾕｳｷ 男子 鹿児島 中種子中

男子共通 １５００ｍ 127 28 山下 瑛照(3) ﾔﾏｼﾀ ｴｲｼｮｳ 男子 鹿児島 加治木中

男子共通 １５００ｍ 127 8 迫 龍希(3) ｻｺ ﾘｭｳｷ 男子 鹿児島 東谷山中

男子共通 １５００ｍ 127 396 松元 新大(3) ﾏﾂﾓﾄ ｱﾗﾀ 男子 鹿児島 鹿児島玉龍中

男子共通 １５００ｍ 127 746 知念 優斗(2) ﾁﾈﾝ ﾕｳﾄ 男子 鹿児島 中種子中

男子共通 １５００ｍ 127 551 高﨑 健(3) ﾀｶｻｷ ｹﾝ 男子 鹿児島 星峯中

男子共通 １５００ｍ 127 2078 深谷 ケオニ(3) ﾌｶﾔ ｹｵﾆ 男子 鹿児島 奄美SRC

男子共通 １５００ｍ 127 385 田原 基暉(3) ﾀﾊﾗ ﾓﾄｷ 男子 鹿児島 米ノ津中

男子共通 １５００ｍ 127 258 満富 陽生(3) ﾐﾂﾄﾐ ﾊﾙｷ 男子 鹿児島 谷山中

男子共通 １５００ｍ 127 397 米倉 疾風(3) ﾖﾈｸﾗ ﾊﾔﾃ 男子 鹿児島 鹿児島玉龍中

男子共通 １５００ｍ 127 1 山﨑 航毅(3) ﾔﾏｻｷ ｺｳｷ 男子 鹿児島 国分南中

男子共通 １５００ｍ 127 3 榊 昴晴(2) ｻｶｷ ｽﾊﾞﾙ 男子 鹿児島 国分南中

男子共通 １５００ｍ 127 181 笠井 琳太郎(3) ｶｻｲ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 鹿児島 城西中

男子共通 １５００ｍ 127 3408 櫻井 将吾(2) ｻｸﾗｲ ｼｮｳｺﾞ 男子 宮 崎 宮崎西中

男子共通 １５００ｍ 127 412 満園 悠真(2) ﾐﾂｿﾞﾉ ﾕｳﾏ 男子 鹿児島 喜入中

男子共通 １５００ｍ 127 440 金丸 雄大(3) ｶﾈﾏﾙ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島 吉野中

男子共通 １５００ｍ 127 364 前田 颯太(3) ﾏｴﾀﾞ ｿｳﾀ 男子 鹿児島 南中

男子共通 １５００ｍ 127 155 櫻井 心直(3) ｻｸﾗｲ ｺﾅ 男子 鹿児島 末吉中

男子共通 １５００ｍ 127 88 梛木 一真(3) ﾅｷﾞ ｶｽﾞﾔ 男子 鹿児島 種子島中

男子共通 １５００ｍ 127 151 宮下 湊太郎(2) ﾐﾔｼﾀ ｿｳﾀﾛｳ 男子 鹿児島 波野中

男子共通 １５００ｍ 127 255 多田隈 亮(3) ﾀﾀﾞｸﾏ ﾘｮｳ 男子 鹿児島 谷山中

男子共通 １５００ｍ 127 152 宮下 湖太郎(2) ﾐﾔｼﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 鹿児島 波野中

男子共通 １５００ｍ 127 132 黒木 飛翔(2) ｸﾛｷ ﾂﾊﾞｻ 男子 鹿児島 川内中央中

男子共通 １５００ｍ 127 121 安藤 雄大(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島 西紫原中

男子共通 １５００ｍ 127 515 堤 光琉(2) ﾂﾂﾐ ﾋｶﾙ 男子 鹿児島 清水中

男子共通 １５００ｍ 127 333 猪狩 歩夢(2) ｲｶﾞﾘ ｱﾕﾑ 男子 鹿児島 知覧中

男子共通 １５００ｍ 127 104 菅野 陽心(2) ｽｶﾞﾉ ﾖｳｼﾝ 男子 鹿児島 重富中

男子共通 １５００ｍ 127 394 持田 新之助(3) ﾓﾁﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 男子 鹿児島 大隅中

男子共通 １５００ｍ 127 395 瀬戸山 透羽(2) ｾﾄﾔﾏ ﾄﾜ 男子 鹿児島 大隅中

男子共通 １５００ｍ 127 283 内之宮 巧昌(3) ｳﾁﾉﾐﾔ ﾖｼｱｷ 男子 鹿児島 加世田中

男子共通 １５００ｍ 127 2079 谷村 航(2) ﾀﾆﾑﾗ ﾜﾀﾙ 男子 鹿児島 奄美SRC

男子共通 １５００ｍ 127 268 神之田 真生(2) ｶﾐﾉﾀ ﾏｲｷ 男子 鹿児島 阿久根中

男子共通 １５００ｍ 127 166 清藤 悠里(3) ｷﾖﾌｼﾞ ﾕｳﾘ 男子 鹿児島 和田中

男子共通 １５００ｍ 127 114 玉目 陸(2) ﾀﾏﾒ ﾘｸ 男子 鹿児島 出水中

男子共通 １５００ｍ 127 3457 服部 哩旺(3) ﾊｯﾄﾘ ﾘｵ 男子 宮 崎 宮崎大淀中

男子共通 １５００ｍ 127 111 市森 歩望(3) ｲﾁﾓﾘ ｱﾕﾑ 男子 鹿児島 出水中

男子共通 １５００ｍ 127 3456 瀬治山 夕海(3) ｾｼﾞﾔﾏ ﾕｳﾐ 男子 宮 崎 宮崎大淀中

男子共通 １５００ｍ 127 93 竹永 壮汰(3) ﾀｹﾅｶﾞ ｿｳﾀ 男子 鹿児島 重富中



男子共通 １５００ｍ 127 128 有川 翔基(3) ｱﾘｶﾜ ｼｮｳｷ 男子 鹿児島 川内中央中

男子共通 １５００ｍ 127 269 小田 祥夢(3) ｵﾀﾞ ﾋﾛﾑ 男子 鹿児島 朝日中

男子共通 １５００ｍ 127 16 宮下 十碧(2) ﾐﾔｼﾀ ﾄｱｵ 男子 鹿児島 東谷山中

男子共通 １５００ｍ 127 503 日野 拓夢(2) ﾋﾉ ﾀｸﾑ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子共通 １５００ｍ 127 282 千知岩 響希(3) ﾁﾁﾞｲﾜ ﾋﾋﾞｷ 男子 鹿児島 加世田中

男子共通 １５００ｍ 127 177 藤後 響基(3) ﾄｳｺﾞ ﾋﾋﾞｷ 男子 鹿児島 城西中

男子共通 １５００ｍ 127 69 重久 悠真(3) ｼｹﾞﾋｻ ﾕｳﾏ 男子 鹿児島 志布志中

男子共通 １５００ｍ 127 536 ⾧友 英吾(2) ﾅｶﾞﾄﾓ ｴｲｺﾞ 男子 鹿児島 鹿屋東中

男子共通 １５００ｍ 127 2025 中原 大地(2) ﾅｶﾊﾗ ﾀｲﾁ 男子 鹿児島 阿久根陸上

男子共通 １５００ｍ 127 142 吉留 太陽(3) ﾖｼﾄﾞﾒ ﾀｲﾖｳ 男子 鹿児島 大崎中

男子共通 １５００ｍ 127 34 坂元 煌明(2) ｻｶﾓﾄ ｺｳﾒｲ 男子 鹿児島 加治木中

男子共通 １５００ｍ 127 144 牧口 悠史(2) ﾏｷｸﾞﾁ ﾕｳｼ 男子 鹿児島 大崎中

男子共通 １５００ｍ 127 473 石川 颯太(3) ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ 男子 鹿児島 天保山中

男子共通 １５００ｍ 127 277 新留 颯(3) ｼﾝﾄﾞﾒ ﾊﾔﾃ 男子 鹿児島 頴娃中

男子共通 １５００ｍ 127 2084 森岡 快地(2) ﾓﾘｵｶ ｶｲﾁ 男子 鹿児島 別府クラブ

男子共通 １５００ｍ 127 66 海江田 史弥(3) ｶｲｴﾀﾞ ﾌﾐﾔ 男子 鹿児島 志布志中

男子共通 １５００ｍ 127 580 肝付 浩太郎(2) ｷﾓﾂｷ ｺｳﾀﾛｳ 男子 鹿児島 甲南中

男子共通 １５００ｍ 127 370 松永 恒星(3) ﾏﾂﾅｶﾞﾞ ｺｳｾｲ 男子 鹿児島 吉野東中

男子共通 １５００ｍ 127 366 野嶽 樹人(2) ﾉﾀﾞｹ ﾐｷﾄ 男子 鹿児島 吉野東中

男子共通 １５００ｍ 127 456 柿木 優亜(2) ｶｷﾉｷ ﾕｱ 男子 鹿児島 吾平中

男子共通 １５００ｍ 127 359 塚田 和樹(3) ﾂｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 鹿児島 南中

男子共通 １５００ｍ 127 493 大嵩 宙(3) ｵｵﾀｶ ｿﾗ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子共通 １５００ｍ 127 547 河内 謙士朗(3) ｶﾜﾁ ｹﾝｼﾛｳ 男子 鹿児島 楠隼中

男子共通 １５００ｍ 127 325 松下 俊海(2) ﾏﾂｼﾀ ﾄｼｳﾐ 男子 鹿児島 帖佐中

男子共通 １５００ｍ 127 446 小田 陸斗(3) ｵﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 鹿児島 阿久根中

男子共通 １５００ｍ 127 164 家弓 龍馬(3) ｶﾕﾐ ﾘｮｳﾏ 男子 鹿児島 和田中

男子共通 １５００ｍ 127 197 宝藏 隼(3) ﾎｳｿﾞｳ ｼｭﾝ 男子 鹿児島 日当山中

男子共通 １５００ｍ 127 216 野中 陽向(3) ﾉﾅｶ ﾋﾅﾀ 男子 鹿児島 高尾野中

男子共通 １５００ｍ 127 323 前田 悠陽(3) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｱ 男子 鹿児島 帖佐中

男子共通 １５００ｍ 127 2010 勝田 聖也(2) ｶﾂﾀﾞ ｾﾅ 男子 鹿児島 串木野西陸上

男子共通 １５００ｍ 127 248 板山 侑汰(2) ｲﾀﾔﾏ ﾕｳﾀ 男子 鹿児島 第一鹿屋中

男子共通 １５００ｍ 127 220 大礒 翔平(2) ｵｵｲｿ ｼｮｳﾍｲ 男子 鹿児島 高尾野中

男子共通 １５００ｍ 127 58 内村 光(3) ｳﾁﾑﾗ ｺｳ 男子 鹿児島 国分中

男子共通 １５００ｍ 127 879 宮脇 隆太(3) ﾐﾔﾜｷ ﾘｭｳﾀ 男子 鹿児島 有明中

男子共通 １５００ｍ 127 546 森永 叡智(3) ﾓﾘﾅｶﾞ ｴｲﾁ 男子 鹿児島 楠隼中

男子共通 １５００ｍ 127 312 安永 圭汰(2) ﾔｽﾅｶﾞ ｹｲﾀ 男子 鹿児島 谷山北中

男子共通 １５００ｍ 127 350 豊留 叶夢(2) ﾄﾖﾄﾒ ｶﾅﾀ 男子 鹿児島 別府中

男子共通 １５００ｍ 127 380 久保 慶思(2) ｸﾎﾞ ｹｲｼ 男子 鹿児島 東市来中

男子共通 １５００ｍ 127 2051 廣森 洸希(2) ﾋﾛﾓﾘ ｺｳｷ 男子 鹿児島 NIFSスポーツクラブ

男子共通 １５００ｍ 127 6533 肥田木 陸斗(3) ﾋﾀﾞｷ ﾘｸﾄ 男子 宮 崎 都城西中

男子共通 １５００ｍ 127 384 下池 将多郎(3) ｼﾓｲｹ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 鹿児島 東市来中

男子共通 １５００ｍ 127 526 上新 騎士(2) ｳｴｼﾝ ﾅｲﾄ 男子 鹿児島 伊集院中

男子共通 １５００ｍ 127 83 重久 直太郎(2) ｼｹﾞﾋｻ ﾅｵﾀﾛｳ 男子 鹿児島 鹿大附属中

男子共通 １５００ｍ 127 429 重森 朝陽(2) ｼｹﾞﾓﾘ ｱｻﾋ 男子 鹿児島 宮之城中

男子共通 １５００ｍ 127 427 児島 一心(3) ｺｼﾞﾏ ｲｯｼﾝ 男子 鹿児島 宮之城中

男子共通 １５００ｍ 127 524 松崎 飛龍(2) ﾏﾂｻｷ ﾋﾘｭｳ 男子 鹿児島 伊集院中

男子共通 １５００ｍ 127 231 福元 一輝(3) ﾌｸﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男子 鹿児島 川内南中

男子共通 １５００ｍ 127 89 荒木 美脈(2) ｱﾗｷ ﾐﾅﾐ 男子 鹿児島 種子島中

男子共通 １５００ｍ 127 608 前田 涼磨(2) ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 男子 鹿児島 松元中

男子共通 １５００ｍ 127 288 江藤 陽稀(3) ｴﾄｳ ﾊﾙｷ 男子 鹿児島 皇徳寺中

男子共通 １５００ｍ 127 562 坂ノ上 翔大(2) ｻｶﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 男子 鹿児島 星峯中

男子共通 １５００ｍ 127 2040 米田 健人(3) ﾖﾈﾀﾞ ｹﾝﾄ 男子 鹿児島 SCC

男子共通 １５００ｍ 127 40 塚田 右京(3) ﾂｶﾀﾞ ｳｷｮｳ 男子 鹿児島 開聞中

男子共通 １５００ｍ 127 864 松山 楓弥(2) ﾏﾂﾔﾏ ﾌｳﾔ 男子 鹿児島 知覧中



男子共通 １５００ｍ 127 272 加 未来翔(3) ｸﾜｴ ﾐﾗﾄ 男子 鹿児島 朝日中

男子共通 １５００ｍ 127 448 松元 翔大(3) ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男子 鹿児島 吉野中

男子共通 １５００ｍ 127 410 ⾧野 圭佑(2) ﾅｶﾞﾉ ｹｲｽｹ 男子 鹿児島 鴨池中

男子共通 １５００ｍ 127 43 中村 景悟(2) ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ 男子 鹿児島 開聞中

男子共通 １５００ｍ 127 609 山野 陽哉(2) ﾔﾏﾉ ﾊﾙｷ 男子 鹿児島 松元中

男子共通 １５００ｍ 127 628 田中 伶依(2) ﾀﾅｶ ﾚｲ 男子 鹿児島 川内南中

男子共通 １５００ｍ 127 596 松﨑 裕太(2) ﾏﾂｻｷ ﾕｳﾀ 男子 鹿児島 万世中

男子共通 １５００ｍ 127 542 平松 陽翔(2) ﾋﾗﾏﾂ ﾋﾛﾄ 男子 鹿児島 伊集院北中

男子共通 １５００ｍ 127 537 川地 佑也(2) ｶﾜｼﾞ ﾕｳﾔ 男子 鹿児島 鹿屋東中

男子共通 １５００ｍ 127 238 池之上 慶太朗(2) ｲｹﾉｳｴ ｹｲﾀﾛｳ 男子 鹿児島 大口中央中

男子共通 １５００ｍ 127 198 岩下 惇(3) ｲﾜｼﾀ ｱﾂｼ 男子 鹿児島 日当山中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

男子共通 ３０００ｍ 95 411 満園 翔希(3) ﾐﾂｿﾞﾉ ｼｮｳｷ 男子 鹿児島 喜入中

男子共通 ３０００ｍ 95 578 尾辻 拓人(3) ｵﾂｼﾞ ﾀｸﾄ 男子 鹿児島 甲南中

男子共通 ３０００ｍ 95 153 大曲 海音(3) ｵｵﾏｶﾞﾘ ｶｲﾄ 男子 鹿児島 末吉中

男子共通 ３０００ｍ 95 57 吉村 淑秀(3) ﾖｼﾑﾗ ﾄｼﾋﾃﾞ 男子 鹿児島 国分中

男子共通 ３０００ｍ 95 387 池田 結楽(3) ｲｹﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 男子 鹿児島 米ノ津中

男子共通 ３０００ｍ 95 242 岩元 風馬(3) ｲﾜﾓﾄ ﾌｳﾏ 男子 鹿児島 第一鹿屋中

男子共通 ３０００ｍ 95 290 加藤 大夢(3) ｶﾄｳ ﾋﾛﾑ 男子 鹿児島 桜山中

男子共通 ３０００ｍ 95 237 猩々 晴天(3) ｼｮｳｼﾞｮｳ ｾｲﾃﾝ 男子 鹿児島 大口中央中

男子共通 ３０００ｍ 95 569 宮内 大輔(2) ﾐﾔｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 男子 鹿児島 伊敷中

男子共通 ３０００ｍ 95 396 松元 新大(3) ﾏﾂﾓﾄ ｱﾗﾀ 男子 鹿児島 鹿児島玉龍中

男子共通 ３０００ｍ 95 746 知念 優斗(2) ﾁﾈﾝ ﾕｳﾄ 男子 鹿児島 中種子中

男子共通 ３０００ｍ 95 551 高﨑 健(3) ﾀｶｻｷ ｹﾝ 男子 鹿児島 星峯中

男子共通 ３０００ｍ 95 2078 深谷 ケオニ(3) ﾌｶﾔ ｹｵﾆ 男子 鹿児島 奄美SRC

男子共通 ３０００ｍ 95 385 田原 基暉(3) ﾀﾊﾗ ﾓﾄｷ 男子 鹿児島 米ノ津中

男子共通 ３０００ｍ 95 258 満富 陽生(3) ﾐﾂﾄﾐ ﾊﾙｷ 男子 鹿児島 谷山中

男子共通 ３０００ｍ 95 397 米倉 疾風(3) ﾖﾈｸﾗ ﾊﾔﾃ 男子 鹿児島 鹿児島玉龍中

男子共通 ３０００ｍ 95 440 金丸 雄大(3) ｶﾈﾏﾙ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島 吉野中

男子共通 ３０００ｍ 95 364 前田 颯太(3) ﾏｴﾀﾞ ｿｳﾀ 男子 鹿児島 南中

男子共通 ３０００ｍ 95 155 櫻井 心直(3) ｻｸﾗｲ ｺﾅ 男子 鹿児島 末吉中

男子共通 ３０００ｍ 95 88 梛木 一真(3) ﾅｷﾞ ｶｽﾞﾔ 男子 鹿児島 種子島中

男子共通 ３０００ｍ 95 151 宮下 湊太郎(2) ﾐﾔｼﾀ ｿｳﾀﾛｳ 男子 鹿児島 波野中

男子共通 ３０００ｍ 95 255 多田隈 亮(3) ﾀﾀﾞｸﾏ ﾘｮｳ 男子 鹿児島 谷山中

男子共通 ３０００ｍ 95 152 宮下 湖太郎(2) ﾐﾔｼﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 鹿児島 波野中

男子共通 ３０００ｍ 95 121 安藤 雄大(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島 西紫原中

男子共通 ３０００ｍ 95 515 堤 光琉(2) ﾂﾂﾐ ﾋｶﾙ 男子 鹿児島 清水中

男子共通 ３０００ｍ 95 394 持田 新之助(3) ﾓﾁﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 男子 鹿児島 大隅中

男子共通 ３０００ｍ 95 395 瀬戸山 透羽(2) ｾﾄﾔﾏ ﾄﾜ 男子 鹿児島 大隅中

男子共通 ３０００ｍ 95 2080 大山 倖汰(1) ｵｵﾔﾏ ｺｳﾀ 男子 鹿児島 奄美SRC

男子共通 ３０００ｍ 95 268 神之田 真生(2) ｶﾐﾉﾀ ﾏｲｷ 男子 鹿児島 阿久根中

男子共通 ３０００ｍ 95 166 清藤 悠里(3) ｷﾖﾌｼﾞ ﾕｳﾘ 男子 鹿児島 和田中

男子共通 ３０００ｍ 95 114 玉目 陸(2) ﾀﾏﾒ ﾘｸ 男子 鹿児島 出水中

男子共通 ３０００ｍ 95 3457 服部 哩旺(3) ﾊｯﾄﾘ ﾘｵ 男子 宮 崎 宮崎大淀中

男子共通 ３０００ｍ 95 111 市森 歩望(3) ｲﾁﾓﾘ ｱﾕﾑ 男子 鹿児島 出水中

男子共通 ３０００ｍ 95 3456 瀬治山 夕海(3) ｾｼﾞﾔﾏ ﾕｳﾐ 男子 宮 崎 宮崎大淀中

男子共通 ３０００ｍ 95 93 竹永 壮汰(3) ﾀｹﾅｶﾞ ｿｳﾀ 男子 鹿児島 重富中

男子共通 ３０００ｍ 95 128 有川 翔基(3) ｱﾘｶﾜ ｼｮｳｷ 男子 鹿児島 川内中央中

男子共通 ３０００ｍ 95 269 小田 祥夢(3) ｵﾀﾞ ﾋﾛﾑ 男子 鹿児島 朝日中

男子共通 ３０００ｍ 95 16 宮下 十碧(2) ﾐﾔｼﾀ ﾄｱｵ 男子 鹿児島 東谷山中

男子共通 ３０００ｍ 95 503 日野 拓夢(2) ﾋﾉ ﾀｸﾑ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子共通 ３０００ｍ 95 282 千知岩 響希(3) ﾁﾁﾞｲﾜ ﾋﾋﾞｷ 男子 鹿児島 加世田中

男子共通 ３０００ｍ 95 177 藤後 響基(3) ﾄｳｺﾞ ﾋﾋﾞｷ 男子 鹿児島 城西中



男子共通 ３０００ｍ 95 11 寺元 雅(3) ﾃﾗﾓﾄ ﾐﾔﾋﾞ 男子 鹿児島 東谷山中

男子共通 ３０００ｍ 95 69 重久 悠真(3) ｼｹﾞﾋｻ ﾕｳﾏ 男子 鹿児島 志布志中

男子共通 ３０００ｍ 95 536 ⾧友 英吾(2) ﾅｶﾞﾄﾓ ｴｲｺﾞ 男子 鹿児島 鹿屋東中

男子共通 ３０００ｍ 95 2025 中原 大地(2) ﾅｶﾊﾗ ﾀｲﾁ 男子 鹿児島 阿久根陸上

男子共通 ３０００ｍ 95 142 吉留 太陽(3) ﾖｼﾄﾞﾒ ﾀｲﾖｳ 男子 鹿児島 大崎中

男子共通 ３０００ｍ 95 34 坂元 煌明(2) ｻｶﾓﾄ ｺｳﾒｲ 男子 鹿児島 加治木中

男子共通 ３０００ｍ 95 144 牧口 悠史(2) ﾏｷｸﾞﾁ ﾕｳｼ 男子 鹿児島 大崎中

男子共通 ３０００ｍ 95 473 石川 颯太(3) ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ 男子 鹿児島 天保山中

男子共通 ３０００ｍ 95 277 新留 颯(3) ｼﾝﾄﾞﾒ ﾊﾔﾃ 男子 鹿児島 頴娃中

男子共通 ３０００ｍ 95 2084 森岡 快地(2) ﾓﾘｵｶ ｶｲﾁ 男子 鹿児島 別府クラブ

男子共通 ３０００ｍ 95 66 海江田 史弥(3) ｶｲｴﾀﾞ ﾌﾐﾔ 男子 鹿児島 志布志中

男子共通 ３０００ｍ 95 580 肝付 浩太郎(2) ｷﾓﾂｷ ｺｳﾀﾛｳ 男子 鹿児島 甲南中

男子共通 ３０００ｍ 95 370 松永 恒星(3) ﾏﾂﾅｶﾞﾞ ｺｳｾｲ 男子 鹿児島 吉野東中

男子共通 ３０００ｍ 95 366 野嶽 樹人(2) ﾉﾀﾞｹ ﾐｷﾄ 男子 鹿児島 吉野東中

男子共通 ３０００ｍ 95 135 大良 優斗(2) ﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 男子 鹿児島 川内中央中

男子共通 ３０００ｍ 95 35 米森 雄人(2) ﾖﾈﾓﾘ ﾀｹﾄ 男子 鹿児島 加治木中

男子共通 ３０００ｍ 95 456 柿木 優亜(2) ｶｷﾉｷ ﾕｱ 男子 鹿児島 吾平中

男子共通 ３０００ｍ 95 322 久保 俊翔(3) ｸﾎﾞ ｼｭﾝﾄ 男子 鹿児島 帖佐中

男子共通 ３０００ｍ 95 528 齊藤 莉樹(2) ｻｲﾄｳ ﾗｲｷ 男子 鹿児島 伊集院中

男子共通 ３０００ｍ 95 266 牧内 天秀(3) ﾏｷｳﾁ ﾃﾝｼｭｳ 男子 鹿児島 阿久根中

男子共通 ３０００ｍ 95 565 神守 正義(3) ｶﾐﾓﾘ ﾏｻﾖｼ 男子 鹿児島 伊敷中

男子共通 ３０００ｍ 95 199 大迫 優佑(3) ｵｵｻｺ ﾕｳ 男子 鹿児島 日当山中

男子共通 ３０００ｍ 95 502 辻田 鉄人(2) ﾂｼﾞﾀ ﾃﾂﾄ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子共通 ３０００ｍ 95 424 下市 聖凪(3) ｼﾓｲﾁ ｾﾅ 男子 鹿児島 宮之城中

男子共通 ３０００ｍ 95 604 神領 渉(3) ｼﾝﾘｮｳ ﾜﾀﾙ 男子 鹿児島 松元中

男子共通 ３０００ｍ 95 379 飯牟禮 孔暉(2) ｲｲﾑﾚ ｺｳｷ 男子 鹿児島 東市来中

男子共通 ３０００ｍ 95 306 四元 涼也(3) ﾖﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 男子 鹿児島 谷山北中

男子共通 ３０００ｍ 95 307 大江 優陽(3) ｵｵｴ ﾕｳﾋ 男子 鹿児島 谷山北中

男子共通 ３０００ｍ 95 224 村山 天斗(2) ﾑﾗﾔﾏ ﾀｶﾄ 男子 鹿児島 高尾野中

男子共通 ３０００ｍ 95 5125 山本 真央(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾋﾛ 男子 宮 崎 小林中

男子共通 ３０００ｍ 95 293 大六野 凜(3) ﾀﾞｲﾛｸﾉ ﾘﾝ 男子 鹿児島 生冠中

男子共通 ３０００ｍ 95 363 増水 蓮(3) ﾏｽﾐｽﾞ ﾚﾝ 男子 鹿児島 南中

男子共通 ３０００ｍ 95 595 山王 陽斗(3) ｻﾝﾉｳ ﾊﾙﾄ 男子 鹿児島 万世中

男子共通 ３０００ｍ 95 291 佐藤 孝則(3) ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 男子 鹿児島 生冠中

男子共通 ３０００ｍ 95 349 中園 優吾(2) ﾅｶｿﾞﾉ ﾕｳｺﾞ 男子 鹿児島 菱刈中

男子共通 ３０００ｍ 95 241 久保田 祐生(3) ｸﾎﾞﾀ ﾕｳ 男子 鹿児島 第一鹿屋中

男子共通 ３０００ｍ 95 86 濱村 洋斗(3) ﾊﾏﾑﾗ ﾋﾛﾄ 男子 鹿児島 種子島中

男子共通 ３０００ｍ 95 425 草留 琉成(3) ｸｻﾄﾞﾒ ﾙｲ 男子 鹿児島 宮之城中

男子共通 ３０００ｍ 95 161 春木 幸音(3) ﾊﾙｷ ﾕｷﾄ 男子 鹿児島 和田中

男子共通 ３０００ｍ 95 324 大山 友己(2) ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｷ 男子 鹿児島 帖佐中

男子共通 ３０００ｍ 95 139 温井 公也(3) ﾇｸｲ ｺｳﾔ 男子 鹿児島 川辺中

男子共通 ３０００ｍ 95 467 山元 憲真(2) ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 男子 鹿児島 紫原中

男子共通 ３０００ｍ 95 201 宝藏 武(3) ﾎｳｿﾞｳ ﾀｹｼ 男子 鹿児島 日当山中

男子共通 ３０００ｍ 95 480 谷 黎音(2) ﾀﾆ ﾚｵ 男子 鹿児島 天保山中

男子共通 ３０００ｍ 95 343 二渡 涼勢(3) ﾌﾀﾜﾀﾘ ﾘｮｳｾｲ 男子 鹿児島 菱刈中

男子共通 ３０００ｍ 95 222 野元 楓希(2) ﾉﾓﾄ ﾌｳｷ 男子 鹿児島 高尾野中

男子共通 ３０００ｍ 95 140 大渡 裕太(2) ｵｵﾜﾀﾘ ﾕｳﾀ 男子 鹿児島 川辺中

男子共通 ３０００ｍ 95 381 國生 裕大(2) ｺｸｼｮｳ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島 東市来中

男子共通 ３０００ｍ 95 529 園田 康士郎(2) ｿﾉﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 男子 鹿児島 伊集院中

男子共通 ３０００ｍ 95 175 出水 克洋(3) ｲｽﾞﾐ ｶﾂﾋﾛ 男子 鹿児島 城西中

男子共通 ３０００ｍ 95 606 前田 崇太(3) ﾏｴﾀﾞ ｿｳﾀ 男子 鹿児島 松元中

男子共通 ３０００ｍ 95 62 宮迫 海斗(2) ﾐﾔｻｺ ｶｲﾄ 男子 鹿児島 国分中

男子共通 ３０００ｍ 95 6509 上井 琉樹(2) ｳﾜｲ ﾘｭｳｷ 男子 宮 崎 都城西中

男子共通 ３０００ｍ 95 6525 岩井 杏介(2) ｲﾜｲ ｷｮｳｽｹ 男子 宮 崎 都城西中



競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 3401 川﨑 浩介(2) ｶﾜｻｷ ｺｳｽｹ 男子 宮 崎 宮崎西中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 35 米森 雄人(2) ﾖﾈﾓﾘ ﾀｹﾄ 男子 鹿児島 加治木中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 3402 吉岡 侑星(2) ﾖｼｵｶ ﾕｳｾｲ 男子 宮 崎 宮崎西中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 5111 永井 侑太(2) ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾀ 男子 宮 崎 小林中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 457 萩﨑 駿矢(2) ﾊｷﾞｻｷ ｼｭﾝﾔ 男子 鹿児島 吾平中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 613 中島 廉太郎(2) ﾅｶｼﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 男子 鹿児島 国分中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 735 瀬戸口 青空(1) ｾﾄｸﾞﾁ ｿﾗ 男子 鹿児島 川辺中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 159 德永 煌介(2) ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｽｹ 男子 鹿児島 末吉中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 861 齊藤 礼漣(1) ｻｲﾄｳ ﾗｲﾚﾝ 男子 鹿児島 伊集院中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 171 大松 智也(2) ｵｵﾏﾂ ﾄﾓﾔ 男子 鹿児島 和田中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 17 岩元 敦史(2) ｲﾜﾓﾄ ｱﾂｼ 男子 鹿児島 東谷山中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 454 ⾧峯 飛翔(2) ﾅｶﾞﾐﾈ ﾂﾊﾞｻ 男子 鹿児島 吾平中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 597 川西 蓮(2) ｶﾜﾆｼ ﾚﾝ 男子 鹿児島 万世中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 101 水溜 星友(2) ﾐｽﾞﾀﾏﾘ ｾｲﾕｳ 男子 鹿児島 重富中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 103 中間 幸生(2) ﾅｶﾏ ｺｳｾｲ 男子 鹿児島 重富中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 647 宝蔵 僚太(1) ﾎｳｿﾞｳ ﾘｮｳﾀ 男子 鹿児島 伊敷中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 757 猪木 優心(1) ｲﾉｷ ﾕｳｺﾞ 男子 鹿児島 東谷山中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 645 鶴田 龍之介(1) ﾂﾙﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 鹿児島 伊敷中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 435 馬立 梨玖(2) ﾏﾀﾃ ﾘｸ 男子 鹿児島 宮之城中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 452 船迫 洸希(2) ﾌﾅｻｺ ｺｳｷ 男子 鹿児島 吉野中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 136 田畑 秀磨(2) ﾀﾊﾞﾀ ｼｭｳﾏ 男子 鹿児島 川内中央中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 279 永濵 飛鳥夢(2) ﾅｶﾞﾊﾏ ｱｽﾑ 男子 鹿児島 頴娃中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 6508 津曲 俊(2) ﾂﾏｶﾞﾘ ｼｭﾝ 男子 宮 崎 都城西中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 618 有郷 莉玖(1) ｱﾘｺﾞｳ ﾘｸ 男子 鹿児島 大口中央中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 192 佐藤 優斗(2) ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 男子 鹿児島 城西中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 465 益山 翔光(2) ﾏｽﾔﾏ ｼｮｳｷ 男子 鹿児島 紫原中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 470 小田 侑和(2) ｵﾀﾞ ﾕｳﾜ 男子 鹿児島 紫原中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 796 川満 叶汰(1) ｶﾜﾐﾂ ｶﾅﾀ 男子 鹿児島 谷山中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 804 菊永 悠真(1) ｷｸﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 男子 鹿児島 谷山中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 588 山下 翔平(2) ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 男子 鹿児島 甲南中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 584 福盛 陽大(2) ﾌｸﾓﾘ ﾊﾙﾄ 男子 鹿児島 甲南中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 4 田之上 翔(2) ﾀﾉｳｴ ｼｮｳ 男子 鹿児島 国分南中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 903 宮路 陸(1) ﾐﾔｼﾞ ﾘｸ 男子 鹿児島 鹿屋東中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 919 神﨑 聖也(1) ｶﾝｻﾞｷ ｾｲﾔ 男子 鹿児島 和田中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 859 田中 快音(1) ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 男子 鹿児島 伊集院中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 232 増田 聖凪(2) ﾏｽﾀﾞ ｾﾅ 男子 鹿児島 川内南中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 490 清藤 碧(2) ｷﾖﾌｼﾞ ｱｵｲ 男子 鹿児島 武岡中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 501 萩原 隆二朗(2) ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 6524 富森 陽音(2) ﾄﾐﾓﾘ ﾊﾙﾄ 男子 宮 崎 都城西中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 183 小城 武蔵(2) ｺｼﾞｮｳ ﾑｻｼ 男子 鹿児島 城西中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 633 濵田 凌司(1) ﾊﾏﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 男子 鹿児島 川内南中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 329 吉留 哲平(2) ﾖｼﾄﾞﾒ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 鹿児島 帖佐中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 813 岩切 晃成(1) ｲﾜｷﾘ ｺｳｾｲ 男子 鹿児島 伊集院北中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 7 村山 力斗(2) ﾑﾗﾔﾏ ﾘｷﾄ 男子 鹿児島 国分南中

男子1･2年 １００ｍＨ(0.840m) 45 2047 神薗 一馬(1) ｶﾐｿﾞﾉ ｶｽﾞﾏ 男子 鹿児島 ISC

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 496 伊瀬知 瑠真(3) ｲｾﾁ ﾘｭｳﾏ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 285 平田 和(3) ﾋﾗﾀ ｱｲ 男子 鹿児島 神村学園中

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 5110 村上 友康(3) ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔｽ 男子 宮 崎 小林中

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 148 下仮屋 蒼馬(3) ｼﾓｶﾘﾔ ｿｳﾏ 男子 鹿児島 波野中

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 203 古江 健覇(3) ﾌﾙｴ ﾀｹﾙ 男子 鹿児島 日当山中



男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 12 服部 竜星(3) ﾊｯﾄﾘ ﾘｭｳｾｲ 男子 鹿児島 東谷山中

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 398 網田 遼介(3) ｱﾐﾀ ﾘｮｳｽｹ 男子 鹿児島 鹿児島玉龍中

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 5123 遠矢 陸(3) ﾄｵﾔ ﾘｸ 男子 宮 崎 小林中

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 2082 藤下 海里(3) ﾌｼﾞｼﾀ ｶｲﾘ 男子 鹿児島 別府クラブ

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 163 西窪 優斗(3) ﾆｼｸﾎﾞ ﾕｳﾄ 男子 鹿児島 和田中

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 10 未吉 倫大(3) ｽｴﾖｼ ﾄﾓﾋﾛ 男子 鹿児島 東谷山中

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 452 船迫 洸希(2) ﾌﾅｻｺ ｺｳｷ 男子 鹿児島 吉野中

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 85 鮫島 恵人(3) ｻﾒｼﾏ ｹｲﾄ 男子 鹿児島 種子島中

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 178 飯山 音生(3) ｲｲﾔﾏ ﾈｵ 男子 鹿児島 城西中

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 98 伊達 智哉(3) ﾀﾞﾃ ﾄﾓﾔ 男子 鹿児島 重富中

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 390 大村 凜斗(3) ｵｵﾑﾗ ﾘﾝﾄ 男子 鹿児島 大川内中

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 94 福元 敦士(3) ﾌｸﾓﾄ ｱﾂｼ 男子 鹿児島 重富中

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 338 松澤 翔宇(3) ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘｭｳ 男子 鹿児島 隼人中

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 226 木原 豪志(3) ｷﾊﾗ ﾀｹｼ 男子 鹿児島 川内南中

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 179 上和田 樹(3) ｳｴﾜﾀﾞ ﾀﾂｷ 男子 鹿児島 城西中

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 6534 鎌田 元希(3) ｶﾏﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 男子 宮 崎 都城西中

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 6528 大西 秀佳(3) ｵｵﾆｼ ﾋﾃﾞﾖｼ 男子 宮 崎 都城西中

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 250 有村 星那(3) ｱﾘﾑﾗ ｾﾅ 男子 鹿児島 谷山中

男子共通 １１０ｍＨ(0.914m) 24 495 朝倉 拓海(3) ｱｻｸﾗ ﾀｸﾐ 男子 鹿児島 舞鶴中

競技名 人数 No チーム名１ チーム名２ 性別 都道府県 ﾁｰﾑ属性

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 舞鶴中 ﾏｲﾂﾞﾙﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 帖佐中 ﾁｮｳｻﾞﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 東谷山中 ﾋｶﾞｼﾀﾆﾔﾏﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 高尾野中 ﾀｶｵﾉﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 和田中 ﾜﾀﾞﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 鹿大附属中 ｶﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 小林中 ｺﾊﾞﾔｼﾁｭｳ 宮 崎

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 都城西中 ﾐﾔｺﾉｼﾞｮｳﾆｼﾁｭｳ 宮 崎

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 ナンバーワンクラブ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 宮崎西中 ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾁｭｳ 宮 崎

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 楠隼中 ﾅﾝｼｭﾝﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 星峯中 ﾎｼｶﾞﾐﾈﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 隼人中 ﾊﾔﾄﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 頴娃中 ｴｲﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 別府クラブ ﾍﾞｯﾌﾟｸﾗﾌﾞ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 谷山北中 ﾀﾆﾔﾏｷﾀﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 川内南中 ｾﾝﾀﾞｲﾐﾅﾐﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 加治木中 ｶｼﾞｷﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 種子島中 ﾀﾈｶﾞｼﾏﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 吉野中 ﾖｼﾉﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 谷山中 ﾀﾆﾔﾏﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 紫原中 ﾑﾗｻｷﾊﾞﾙﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 伊集院中 ｲｼﾞｭｳｲﾝﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 菱刈中 ﾋｼｶﾘﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 川内中央中 ｾﾝﾀﾞｲﾁｭｳｵｳﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 天保山中 ﾃﾝﾎﾟｻﾞﾝﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 城西中 ｼﾞｮｳｾｲﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 開聞中 ｶｲﾓﾝﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 国分南中 ｺｸﾌﾞﾐﾅﾐﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 末吉中 ｽｴﾖｼﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 伊敷中 ｲｼｷﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 宮之城中 ﾐﾔﾉｼﾞｮｳﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 甲南中 ｺｳﾅﾝﾁｭｳ 鹿児島



男子共通 ４×１００ｍ 48 0 鹿児島玉龍中 ｶｺﾞｼﾏｷﾞｮｸﾘｭｳﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 吾平中 ｱｲﾗﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 日当山中 ﾋﾅﾀﾔﾏﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 串木野西陸上 ｸｼｷﾉﾆｼﾘｸｼﾞｮｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 西紫原中 ﾆｼﾑﾗｻｷﾊﾞﾙﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 川辺中 ｶﾜﾅﾍﾞﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 高山ジュニア ｺｳﾔﾏｼﾞｭﾆｱ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 国分中 ｺｸﾌﾞﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 大崎中 ｵｵｻｷﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 重富中 ｼｹﾞﾄﾐﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 出水中 ｲｽﾞﾐﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 高山中 ｺｳﾔﾏﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 川内北中 ｾﾝﾀﾞｲｷﾀﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 志布志中 ｼﾌﾞｼﾁｭｳ 鹿児島

男子共通 ４×１００ｍ 48 0 松元中 ﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ 鹿児島

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

男子1年 走高跳 22 832 前田 諒太(1) ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 鹿児島 城西中

男子1年 走高跳 22 6521 川上 功晴(1) ｶﾜｶﾐ ｺｳｾｲ 男子 宮 崎 都城西中

男子1年 走高跳 22 6520 荒木 絢心(1) ｱﾗｷ ｹﾝｼﾝ 男子 宮 崎 都城西中

男子1年 走高跳 22 844 馬場 海吏(1) ﾊﾞﾊﾞ ｶｲﾘ 男子 鹿児島 東谷山中

男子1年 走高跳 22 856 野口 真志(1) ﾉｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 男子 鹿児島 伊集院中

男子1年 走高跳 22 637 松﨑 龍斗(1) ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｭｳﾄ 男子 鹿児島 高尾野中

男子1年 走高跳 22 638 前田 琉偉(1) ﾏｴﾀ ﾙｲ 男子 鹿児島 高尾野中

男子1年 走高跳 22 702 石野 正流(1) ｲｼﾉ ｾｲﾘｭｳ 男子 鹿児島 鹿屋東中

男子1年 走高跳 22 798 児島 蓮(1) ｺｼﾞﾏ ﾚﾝ 男子 鹿児島 谷山中

男子1年 走高跳 22 706 上園 来咲(1) ｳｴｿﾞﾉ ﾗｻ 男子 鹿児島 出水中

男子1年 走高跳 22 718 重水 景斗(1) ｼｹﾞﾐｽﾞ ｹｲﾄ 男子 鹿児島 上市来中

男子1年 走高跳 22 731 ⾧田 寛夢(1) ｵｻﾀﾞ ﾋﾛﾑ 男子 鹿児島 川内南中

男子1年 走高跳 22 632 徳留 卓真(1) ﾄｸﾄﾞﾒ ﾀｸﾏ 男子 鹿児島 川内南中

男子1年 走高跳 22 885 上野 翔(1) ｳｴﾉ ｼｮｳ 男子 鹿児島 川内北中

男子1年 走高跳 22 857 東山崎 快(1) ﾄｳﾔﾏｻｷ ｶｲ 男子 鹿児島 伊集院中

男子1年 走高跳 22 888 金城 昂樹(1) ｷﾝｼﾞｮｳ ｺｳｷ 男子 鹿児島 帖佐中

男子1年 走高跳 22 889 安田 琉冴(1) ﾔｽﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ 男子 鹿児島 帖佐中

男子1年 走高跳 22 940 竹之下 脩(1) ﾀｹﾉｼﾀ ｼｭｳ 男子 鹿児島 隼人中

男子1年 走高跳 22 821 秋山 礼(1) ｱｷﾔﾏ ﾚｲ 男子 鹿児島 鹿児島玉龍中

男子1年 走高跳 22 868 谷口 陽太(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 男子 鹿児島 南中

男子1年 走高跳 22 829 佐川 智隆(1) ｻｶﾞﾜ ﾄﾓﾀｶ 男子 鹿児島 国分南中

男子1年 走高跳 22 753 岩切 楓真(1) ｲﾜｷﾘ ﾌｳﾏ 男子 鹿児島 東谷山中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

男子共通 走高跳 31 24 松尾 経(2) ﾏﾂｵ ｷｮｳｺﾞ 男子 鹿児島 東谷山中

男子共通 走高跳 31 141 小倉 一樹(2) ｵｸﾞﾗ ｶｽﾞｷ 男子 鹿児島 川辺中

男子共通 走高跳 31 6507 瀬戸口 颯斗(2) ｾﾄｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 男子 宮 崎 都城西中

男子共通 走高跳 31 170 坂本 優太(2) ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 男子 鹿児島 和田中

男子共通 走高跳 31 302 慶田 琢磨(2) ｹｲﾀﾞ ﾀｸﾏ 男子 鹿児島 川内北中

男子共通 走高跳 31 221 中島 颯大(2) ﾅｶｼﾏ ｿｳﾀ 男子 鹿児島 高尾野中

男子共通 走高跳 31 118 梅木 祐真(2) ｳﾒｷ ﾕｳﾏ 男子 鹿児島 上市来中

男子共通 走高跳 31 284 久保 凛之助(2) ｸﾎﾞ ﾘﾝﾉｽｹ 男子 鹿児島 上市来中

男子共通 走高跳 31 107 塩盛 稜太(3) ｼｵﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 男子 鹿児島 出水中

男子共通 走高跳 31 98 伊達 智哉(3) ﾀﾞﾃ ﾄﾓﾔ 男子 鹿児島 重富中

男子共通 走高跳 31 390 大村 凜斗(3) ｵｵﾑﾗ ﾘﾝﾄ 男子 鹿児島 大川内中

男子共通 走高跳 31 136 田畑 秀磨(2) ﾀﾊﾞﾀ ｼｭｳﾏ 男子 鹿児島 川内中央中

男子共通 走高跳 31 94 福元 敦士(3) ﾌｸﾓﾄ ｱﾂｼ 男子 鹿児島 重富中



男子共通 走高跳 31 6502 猿山 匠誠(2) ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳｾｲ 男子 宮 崎 都城西中

男子共通 走高跳 31 327 吉田 和樹(2) ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 鹿児島 帖佐中

男子共通 走高跳 31 169 坂本 宗太(2) ｻｶﾓﾄ ｿｳﾀ 男子 鹿児島 和田中

男子共通 走高跳 31 504 小山 慶悟(2) ｵﾔﾏ ｹｲｺﾞ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子共通 走高跳 31 3406 大津山 蓮理(2) ｵｵﾂﾔﾏ ﾚﾝﾘ 男子 宮 崎 宮崎西中

男子共通 走高跳 31 358 三原 空斗(3) ﾐﾊﾗ ｿﾗﾄ 男子 鹿児島 南中

男子共通 走高跳 31 190 中﨑 俐玖(2) ﾅｶｻｷ ﾘｸ 男子 鹿児島 城西中

男子共通 走高跳 31 519 久保 拓也(3) ｸﾎﾞ ﾀｸﾔ 男子 鹿児島 伊集院中

男子共通 走高跳 31 748 山口 悠羽(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 男子 鹿児島 中種子中

男子共通 走高跳 31 451 岩下 優世(2) ｲﾜｼﾀ ﾕｳｾｲ 男子 鹿児島 吉野中

男子共通 走高跳 31 5116 宇田 隆太(3) ｳﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 男子 宮 崎 小林中

男子共通 走高跳 31 5 巻木 海翔(2) ﾏｷ ｶｲﾄ 男子 鹿児島 国分南中

男子共通 走高跳 31 259 村尾 漣斗(3) ﾑﾗｵ ﾚﾝﾄ 男子 鹿児島 谷山中

男子共通 走高跳 31 450 永峯 和希(2) ﾅｶﾞﾐﾈ ｶｽﾞｷ 男子 鹿児島 吉野中

男子共通 走高跳 31 5117 川床 捷大(3) ｶﾜﾄｺ ﾊﾔﾀ 男子 宮 崎 小林中

男子共通 走高跳 31 2049 田端 郁実(2) ﾀﾊﾞﾀ ｲｸﾐ 男子 鹿児島 NIFSスポーツクラブ

男子共通 走高跳 31 208 山之内 壮吾(2) ﾔﾏﾉｳﾁ ｼｮｳｺﾞ 男子 鹿児島 日当山中

男子共通 走高跳 31 110 ⾧谷川 碧(3) ﾊｾｶﾞﾜ ｱｵｲ 男子 鹿児島 出水中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

男子共通 棒高跳 11 564 石原 幸明(3) ｲｼﾊﾗ ｺｳﾒｲ 男子 鹿児島 伊敷中

男子共通 棒高跳 11 577 林 虎汰郎(2) ﾊﾔｼ ｺﾀﾛｳ 男子 鹿児島 伊敷台中

男子共通 棒高跳 11 444 大内山 莉玖(2) ｵｵｳﾁﾔﾏ ﾘｸ 男子 鹿児島 吉野中

男子共通 棒高跳 11 172 入佐 皇次郎(2) ｲﾘｻ ｵｳｼﾞﾛｳ 男子 鹿児島 和田中

男子共通 棒高跳 11 228 新屋 翔大(3) ｼﾝﾔ ｼｮｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島 川内南中

男子共通 棒高跳 11 229 新屋 涼大(3) ｼﾝﾔ ﾘｮｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島 川内南中

男子共通 棒高跳 11 2083 荘司 怜(2) ｼｮｳｼﾞ ﾚﾝ 男子 鹿児島 別府クラブ

男子共通 棒高跳 11 5112 泥谷 永翔(3) ﾋｼﾞﾔ ｴｲﾄ 男子 宮 崎 小林中

男子共通 棒高跳 11 5120 上別府 凌都(3) ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ ﾘｮｳﾄ 男子 宮 崎 小林中

男子共通 棒高跳 11 276 前村 翔(3) ﾏｴﾑﾗ ｼｮｳ 男子 鹿児島 頴娃中

男子共通 棒高跳 11 2081 中村 将仁(3) ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾄ 男子 鹿児島 別府クラブ

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

男子1年 走幅跳 42 861 齊藤 礼漣(1) ｻｲﾄｳ ﾗｲﾚﾝ 男子 鹿児島 伊集院中

男子1年 走幅跳 42 6520 荒木 絢心(1) ｱﾗｷ ｹﾝｼﾝ 男子 宮 崎 都城西中

男子1年 走幅跳 42 844 馬場 海吏(1) ﾊﾞﾊﾞ ｶｲﾘ 男子 鹿児島 東谷山中

男子1年 走幅跳 42 820 室園 太路(1) ﾑﾛｿﾞﾉ ﾀｲﾛ 男子 鹿児島 大崎中

男子1年 走幅跳 42 834 田平 海心(1) ﾀﾋﾞﾗ ｶｲｼﾝ 男子 鹿児島 城西中

男子1年 走幅跳 42 2057 川上 鼓太郎(1) ｶﾜｶﾐ ｺﾀﾛｳ 男子 鹿児島 太陽スポーツクラブ

男子1年 走幅跳 42 622 神野 秋咲(1) ｶﾐﾉ ｼｭｳｻｸ 男子 鹿児島 加治木中

男子1年 走幅跳 42 708 宗像 壮真(1) ﾑﾅｶﾀ ｿｳﾏ 男子 鹿児島 出水中

男子1年 走幅跳 42 792 上桝 琉衣(1) ｶﾐﾏｽ ﾙｲ 男子 鹿児島 紫原中

男子1年 走幅跳 42 822 松永 賢志郎(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ｹﾝｼﾛｳ 男子 鹿児島 鹿児島玉龍中

男子1年 走幅跳 42 840 黒木 寛嵩(1) ｸﾛｷ ﾋﾛﾀｶ 男子 鹿児島 波野中

男子1年 走幅跳 42 823 久永 正輝(1) ﾋｻﾅｶﾞ ﾏｻｷ 男子 鹿児島 鹿児島玉龍中

男子1年 走幅跳 42 698 尾上 晴彦(1) ｵﾉｳｴ ﾊﾙﾋｺ 男子 鹿児島 三笠中

男子1年 走幅跳 42 763 石原 悠宇(1) ｲｼﾊﾗ ﾕｳ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子1年 走幅跳 42 941 川原 広聖(1) ｶﾜﾊﾗ ｺｳｾｲ 男子 鹿児島 隼人中

男子1年 走幅跳 42 727 茶圓 大和(1) ﾁｬｴﾝ ﾔﾏﾄ 男子 鹿児島 川内中央中

男子1年 走幅跳 42 642 桐原 俊汰郎(1) ｷﾘﾊﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男子 鹿児島 阿久根中

男子1年 走幅跳 42 6522 上野 虎鉄(1) ｳｴﾉ ｺﾃﾂ 男子 宮 崎 都城西中

男子1年 走幅跳 42 817 吉留 海月(1) ﾖｼﾄﾞﾒ ﾐﾂﾞｷ 男子 鹿児島 大崎中

男子1年 走幅跳 42 927 園田 燎太郎(1) ｿﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 鹿児島 末吉中

男子1年 走幅跳 42 803 藤岡 優斗(1) ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳﾄ 男子 鹿児島 谷山中



男子1年 走幅跳 42 805 田中 駿仁(1) ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ 男子 鹿児島 谷山中

男子1年 走幅跳 42 649 小林 楓(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ 男子 鹿児島 伊敷中

男子1年 走幅跳 42 646 武 大叶(1) ﾀｹ ﾔﾏﾄ 男子 鹿児島 伊敷中

男子1年 走幅跳 42 837 福山 蓮人(1) ﾌｸﾔﾏ ﾚﾝﾄ 男子 鹿児島 川内南中

男子1年 走幅跳 42 641 黒石 航大(1) ｸﾛｲｼ ｺｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島 高尾野中

男子1年 走幅跳 42 793 中熊 陸登(1) ﾅｶｸﾏ ﾘｸﾄ 男子 鹿児島 紫原中

男子1年 走幅跳 42 920 堂下 悠一(1) ﾄﾞｳｼﾀ ﾕｳｲﾁ 男子 鹿児島 和田中

男子1年 走幅跳 42 909 武 喜人(1) ﾀｹ ﾖｼﾄ 男子 鹿児島 吉野中

男子1年 走幅跳 42 907 宮里 海世(1) ﾐﾔｻﾞﾄ ｶｲﾄ 男子 鹿児島 吉野中

男子1年 走幅跳 42 715 東福 大輝(1) ﾄｳﾌｸ ﾀｲｷ 男子 鹿児島 上市来中

男子1年 走幅跳 42 717 上原 貴幸(1) ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 男子 鹿児島 上市来中

男子1年 走幅跳 42 760 滝川 陽羽人(1) ﾀｷｶﾞﾜ ﾋｳﾄ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子1年 走幅跳 42 830 東村 元稀(1) ﾋｶﾞｼﾑﾗ ｹﾞﾝｷ 男子 鹿児島 国分南中

男子1年 走幅跳 42 752 服部 宏人(1) ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛﾄ 男子 鹿児島 東谷山中

男子1年 走幅跳 42 705 萬久 勝美(1) ﾏﾝｷｭｳ ｶﾂﾐ 男子 鹿児島 鹿屋東中

男子1年 走幅跳 42 704 中倉 亜洛志(1) ﾅｶｸﾗ ｱﾗｼ 男子 鹿児島 鹿屋東中

男子1年 走幅跳 42 964 中馬 碧海(1) ﾁｭｳﾏﾝ ｱｵｲ 男子 鹿児島 高尾野中

男子1年 走幅跳 42 5105 桑水流 颯大(1) ｸﾜｽﾞﾙ ｿｳﾀ 男子 宮 崎 小林中

男子1年 走幅跳 42 629 比良 維吹(1) ﾋﾗ ｲﾌﾞｷ 男子 鹿児島 川内南中

男子1年 走幅跳 42 948 内村 晃輔(1) ｳﾁﾑﾗ ｺｳｽｹ 男子 鹿児島 星峯中

男子1年 走幅跳 42 2074 川波 恵士(1) ｶﾜﾅﾐ ｹｲｼ 男子 鹿児島 SCC

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

男子共通 走幅跳 71 20 永吉 悠人(2) ﾅｶﾞﾖｼ ﾕｳﾄ 男子 鹿児島 東谷山中

男子共通 走幅跳 71 150 松下 凜(2) ﾏﾂｼﾀ ﾘﾝ 男子 鹿児島 波野中

男子共通 走幅跳 71 122 大田 航平(2) ｵｵﾀ ｺｳﾍｲ 男子 鹿児島 西紫原中

男子共通 走幅跳 71 210 前園 海斗(2) ﾏｴｿﾞﾉ ｶｲﾄ 男子 鹿児島 日当山中

男子共通 走幅跳 71 3467 谷口 陽斗(3) ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷﾄ 男子 宮 崎 宮崎大淀中

男子共通 走幅跳 71 120 水口 晃雅(3) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｺｳｶﾞ 男子 鹿児島 西紫原中

男子共通 走幅跳 71 159 德永 煌介(2) ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｽｹ 男子 鹿児島 末吉中

男子共通 走幅跳 71 17 岩元 敦史(2) ｲﾜﾓﾄ ｱﾂｼ 男子 鹿児島 東谷山中

男子共通 走幅跳 71 103 中間 幸生(2) ﾅｶﾏ ｺｳｾｲ 男子 鹿児島 重富中

男子共通 走幅跳 71 6507 瀬戸口 颯斗(2) ｾﾄｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 男子 宮 崎 都城西中

男子共通 走幅跳 71 170 坂本 優太(2) ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 男子 鹿児島 和田中

男子共通 走幅跳 71 107 塩盛 稜太(3) ｼｵﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 男子 鹿児島 出水中

男子共通 走幅跳 71 6502 猿山 匠誠(2) ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳｾｲ 男子 宮 崎 都城西中

男子共通 走幅跳 71 444 大内山 莉玖(2) ｵｵｳﾁﾔﾏ ﾘｸ 男子 鹿児島 吉野中

男子共通 走幅跳 71 176 松下 快斗(3) ﾏﾂｼﾀ ｶｲﾄ 男子 鹿児島 城西中

男子共通 走幅跳 71 365 岡原 響珠郎(2) ｵｶﾊﾗ ｷｮｳｼｭﾛｳ 男子 鹿児島 南中

男子共通 走幅跳 71 75 石﨑 風太(2) ｲｼｻﾞｷ ﾌｳﾀ 男子 鹿児島 志布志中

男子共通 走幅跳 71 401 川口 櫻允(2) ｶﾜｸﾞﾁ ｵｳｽｹ 男子 鹿児島 鹿児島玉龍中

男子共通 走幅跳 71 125 石原 拳児(3) ｲｼﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 男子 鹿児島 川内中央中

男子共通 走幅跳 71 6 増田 竜大(2) ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 男子 鹿児島 国分南中

男子共通 走幅跳 71 388 山内 健新(2) ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｼﾝ 男子 鹿児島 米ノ津中

男子共通 走幅跳 71 2003 大野 貴博(2) ｵｵﾉ ﾀｶﾋﾛ 男子 鹿児島 鹿児島Jr

男子共通 走幅跳 71 2002 瀬戸口 隆貴(2) ｾﾄｸﾞﾁ ﾘｭｳｷ 男子 鹿児島 鹿児島Jr

男子共通 走幅跳 71 185 中村 仁洋(2) ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝﾖｳ 男子 鹿児島 城西中

男子共通 走幅跳 71 774 泊 愛心(2) ﾄﾏﾘ ｱｲｼﾝ 男子 鹿児島 加世田中

男子共通 走幅跳 71 357 鈴木 悠太(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 男子 鹿児島 南中

男子共通 走幅跳 71 521 勝田 晴風(2) ｶﾂﾀ ｾｲﾌｳ 男子 鹿児島 伊集院中

男子共通 走幅跳 71 298 木口 楓斗(3) ｷｸﾞﾁ ｶｲﾄ 男子 鹿児島 川内北中

男子共通 走幅跳 71 464 山田 雄也(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 男子 鹿児島 紫原中

男子共通 走幅跳 71 3405 橘 宙(2) ﾀﾁﾊﾞﾅ ｿﾗ 男子 宮 崎 宮崎西中

男子共通 走幅跳 71 338 松澤 翔宇(3) ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘｭｳ 男子 鹿児島 隼人中



男子共通 走幅跳 71 516 河野 響(3) ｶﾜﾉ ﾋﾋﾞｷ 男子 鹿児島 伊集院中

男子共通 走幅跳 71 2004 元田 葉月(2) ﾓﾄﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ 男子 鹿児島 スプリントクラブ ハ

男子共通 走幅跳 71 2085 雪丸 凌駕(2) ﾕｷﾏﾙ ﾘｮｳｶﾞ 男子 鹿児島 別府クラブ

男子共通 走幅跳 71 31 伊地知 聖大(3) ｲﾁﾞﾁ ｼｮｳﾀ 男子 鹿児島 加治木中

男子共通 走幅跳 71 115 岡本 陵汰(2) ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 男子 鹿児島 出水中

男子共通 走幅跳 71 337 川原 慶也(3) ｶﾜﾊﾗ ｹｲﾔ 男子 鹿児島 隼人中

男子共通 走幅跳 71 563 太田 芳栄(3) ｵｵﾀ ﾖｼｴｲ 男子 鹿児島 伊敷中

男子共通 走幅跳 71 214 川上 亮磨(3) ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾏ 男子 鹿児島 高尾野中

男子共通 走幅跳 71 432 宮脇 晟也(2) ﾐﾔﾜｷ ｾｲﾔ 男子 鹿児島 宮之城中

男子共通 走幅跳 71 280 吉崎 聖矢(2) ﾖｼｻﾞｷ ｾｲﾔ 男子 鹿児島 頴娃中

男子共通 走幅跳 71 404 吉永 巧音(3) ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｸﾄ 男子 鹿児島 鴨池中

男子共通 走幅跳 71 392 眞邉 流星(2) ﾏﾅﾍﾞ ﾅｶﾞﾗ 男子 鹿児島 大川内中

男子共通 走幅跳 71 449 前田 昂輝(3) ﾏｴﾀﾞ ｺｳｷ 男子 鹿児島 吉野中

男子共通 走幅跳 71 627 小田原 直幸(2) ｵﾀﾞﾊﾗ ﾅｵﾕｷ 男子 鹿児島 川内南中

男子共通 走幅跳 71 747 藤﨑 彩人(3) ﾌｼﾞｻｷ ｱﾔﾄ 男子 鹿児島 中種子中

男子共通 走幅跳 71 316 関野 裕太(2) ｾｷﾉ ﾕｳﾀ 男子 鹿児島 谷山北中

男子共通 走幅跳 71 311 寺原 一輝(2) ﾃﾗﾊﾗ ｶｽﾞｷ 男子 鹿児島 谷山北中

男子共通 走幅跳 71 839 戸田 龍之介(3) ﾄﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 鹿児島 中種子中

男子共通 走幅跳 71 76 都外川 卓矢(3) ﾄﾄｶﾜ ﾀｸﾔ 男子 鹿児島 鹿大附属中

男子共通 走幅跳 71 5118 桑水流 健太(3) ｸﾜﾂﾞﾙ ｹﾝﾀ 男子 宮 崎 小林中

男子共通 走幅跳 71 585 石黒 一成(2) ｲｼｸﾞﾛ ｶｽﾞﾅﾘ 男子 鹿児島 甲南中

男子共通 走幅跳 71 253 切手 浩介(3) ｷｯﾃ ｺｳｽｹ 男子 鹿児島 谷山中

男子共通 走幅跳 71 227 笹森 圭太郎(3) ｻｻﾓﾘ ｹｲﾀﾛｳ 男子 鹿児島 川内南中

男子共通 走幅跳 71 463 福井 崇太(3) ﾌｸｲ ｿｳﾀ 男子 鹿児島 紫原中

男子共通 走幅跳 71 509 馬場園 昂史(2) ﾊﾞﾊﾞｿﾞﾉ ｺｳｼ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子共通 走幅跳 71 80 山口 心晴(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾊﾙ 男子 鹿児島 鹿大附属中

男子共通 走幅跳 71 134 加治木 謙太(2) ｶｼﾞｷ ｹﾝﾀ 男子 鹿児島 川内中央中

男子共通 走幅跳 71 399 川畑 瑛希(2) ｶﾜﾊﾞﾀ ｴｲｷ 男子 鹿児島 鹿児島玉龍中

男子共通 走幅跳 71 300 山神 晄大(3) ﾔﾏｶﾞﾐ ｺｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島 川内北中

男子共通 走幅跳 71 95 重留 風斗(3) ｼｹﾞﾄﾒ ﾌｳﾄ 男子 鹿児島 重富中

男子共通 走幅跳 71 145 應本 聡太(2) ｵｵﾓﾄ ｿｳﾀ 男子 鹿児島 大崎中

男子共通 走幅跳 71 32 岩元 諒大(3) ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 男子 鹿児島 加治木中

男子共通 走幅跳 71 218 井上 響吾(2) ｲﾉｳｴ ｷｮｳｺﾞ 男子 鹿児島 高尾野中

男子共通 走幅跳 71 538 金沢 公嵩(2) ｶﾅｻﾞﾜ ｷﾐﾀｶ 男子 鹿児島 鹿屋東中

男子共通 走幅跳 71 254 駒走 侑哉(3) ｺﾏﾊﾞｼﾘ ﾕｳﾔ 男子 鹿児島 谷山中

男子共通 走幅跳 71 489 片平 大稀(2) ｶﾀﾋﾗ ﾀｲｷ 男子 鹿児島 武岡中

男子共通 走幅跳 71 510 新留 宙(2) ｼﾝﾄﾞﾒ ｿﾗ 男子 鹿児島 舞鶴中

男子共通 走幅跳 71 5109 立山 昂生(3) ﾀﾃﾔﾏ ｺｳｾｲ 男子 宮 崎 小林中

男子共通 走幅跳 71 317 松下 大夢(3) ﾏﾂｼﾀ ﾀﾞｲﾑ 男子 鹿児島 帖佐中

男子共通 走幅跳 71 318 上井 翼(3) ｳﾜｲ ﾂﾊﾞｻ 男子 鹿児島 帖佐中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

男子共通 砲丸投(5.000kg) 22 123 中川路 陽平(2) ﾅｶｶﾜｼﾞ ﾖｳﾍｲ 男子 鹿児島 西紫原中

男子共通 砲丸投(5.000kg) 22 567 田島 颯之介(2) ﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 鹿児島 伊敷中

男子共通 砲丸投(5.000kg) 22 112 窪田 裕二郎(3) ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｼﾞﾛｳ 男子 鹿児島 出水中

男子共通 砲丸投(5.000kg) 22 432 宮脇 晟也(2) ﾐﾔﾜｷ ｾｲﾔ 男子 鹿児島 宮之城中

男子共通 砲丸投(5.000kg) 22 102 中島 彰吾(2) ﾅｶｼﾏ ｼｮｳｺﾞ 男子 鹿児島 重富中

男子共通 砲丸投(5.000kg) 22 327 吉田 和樹(2) ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 鹿児島 帖佐中

男子共通 砲丸投(5.000kg) 22 391 宮原 史凪(2) ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾌﾐﾅ 男子 鹿児島 大川内中

男子共通 砲丸投(5.000kg) 22 6537 髙﨑 正也(3) ﾀｶｻｷ ｾｲﾔ 男子 宮 崎 都城西中

男子共通 砲丸投(5.000kg) 22 6530 久保田 一斗(3) ｸﾎﾞﾀ ｲｯﾄ 男子 宮 崎 都城西中

男子共通 砲丸投(5.000kg) 22 5114 竹野 晃輔(3) ﾀｹﾉ ｺｳｽｹ 男子 宮 崎 小林中

男子共通 砲丸投(5.000kg) 22 202 横山 拓巳(3) ﾖｺﾔﾏ ﾀｸﾐ 男子 鹿児島 日当山中

男子共通 砲丸投(5.000kg) 22 15 弓削 大輔(2) ﾕｹﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 鹿児島 東谷山中



男子共通 砲丸投(5.000kg) 22 13 今別府 優樹(3) ｲﾏﾍﾞｯﾌﾟ ﾕｳｷ 男子 鹿児島 東谷山中

男子共通 砲丸投(5.000kg) 22 321 大原 颯太(3) ｵｵﾊﾗ ｿｳﾀ 男子 鹿児島 帖佐中

男子共通 砲丸投(5.000kg) 22 639 増本 大幹(1) ﾏｽﾓﾄ ﾀｲｶﾝ 男子 鹿児島 高尾野中

男子共通 砲丸投(5.000kg) 22 113 古城 頼斗(2) ﾌﾙｼﾞｮｳ ﾗｲﾄ 男子 鹿児島 出水中

男子共通 砲丸投(5.000kg) 22 459 岡田 康成(3) ｵｶﾀﾞ ｺｳｾｲ 男子 鹿児島 紫原中

男子共通 砲丸投(5.000kg) 22 217 西 悠月(3) ﾆｼ ﾕﾂﾞｷ 男子 鹿児島 高尾野中

男子共通 砲丸投(5.000kg) 22 534 大山 未來翔(2) ｵｵﾔﾏ ﾐｷﾄ 男子 鹿児島 鹿屋東中

男子共通 砲丸投(5.000kg) 22 468 安田 惣秀(3) ﾔｽﾀﾞ ｿｳｼｭｳ 男子 鹿児島 紫原中

男子共通 砲丸投(5.000kg) 22 561 加治佐 悠晟(3) ｶｼﾞｻ ﾕｳｾｲ 男子 鹿児島 星峯中

男子共通 砲丸投(5.000kg) 22 260 山口 翔(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳ 男子 鹿児島 谷山中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

男子共通 円盤投(1.500kg) 12 391 宮原 史凪(2) ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾌﾐﾅ 男子 鹿児島 大川内中

男子共通 円盤投(1.500kg) 12 6537 髙﨑 正也(3) ﾀｶｻｷ ｾｲﾔ 男子 宮 崎 都城西中

男子共通 円盤投(1.500kg) 12 6530 久保田 一斗(3) ｸﾎﾞﾀ ｲｯﾄ 男子 宮 崎 都城西中

男子共通 円盤投(1.500kg) 12 5114 竹野 晃輔(3) ﾀｹﾉ ｺｳｽｹ 男子 宮 崎 小林中

男子共通 円盤投(1.500kg) 12 202 横山 拓巳(3) ﾖｺﾔﾏ ﾀｸﾐ 男子 鹿児島 日当山中

男子共通 円盤投(1.500kg) 12 280 吉崎 聖矢(2) ﾖｼｻﾞｷ ｾｲﾔ 男子 鹿児島 頴娃中

男子共通 円盤投(1.500kg) 12 713 濱部 凛(2) ﾊﾏﾍﾞ ﾘﾝ 男子 鹿児島 上市来中

男子共通 円盤投(1.500kg) 12 15 弓削 大輔(2) ﾕｹﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 鹿児島 東谷山中

男子共通 円盤投(1.500kg) 12 13 今別府 優樹(3) ｲﾏﾍﾞｯﾌﾟ ﾕｳｷ 男子 鹿児島 東谷山中

男子共通 円盤投(1.500kg) 12 279 永濵 飛鳥夢(2) ﾅｶﾞﾊﾏ ｱｽﾑ 男子 鹿児島 頴娃中

男子共通 円盤投(1.500kg) 12 321 大原 颯太(3) ｵｵﾊﾗ ｿｳﾀ 男子 鹿児島 帖佐中

男子共通 円盤投(1.500kg) 12 714 濱部 新(1) ﾊﾏﾍﾞ ｱﾗﾀ 男子 鹿児島 上市来中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 195 槐島 光莉(3) ｹﾞｼﾞﾏ ﾋｶﾘ 男子 鹿児島 日当山中

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 117 梅木 柊真(2) ｳﾒｷ ﾄｳﾏ 男子 鹿児島 上市来中

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 102 中島 彰吾(2) ﾅｶｼﾏ ｼｮｳｺﾞ 男子 鹿児島 重富中

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 713 濱部 凛(2) ﾊﾏﾍﾞ ﾘﾝ 男子 鹿児島 上市来中

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 6527 岩﨑 優斗(3) ｲﾜｻｷ ﾕｳﾄ 男子 宮 崎 都城西中

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 520 林田 空(2) ﾊﾔｼﾀﾞ ｿﾗ 男子 鹿児島 伊集院中

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 523 田代 海翔(2) ﾀｼﾛ ｶｲﾄ 男子 鹿児島 伊集院中

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 90 森園 翔太(2) ﾓﾘｿﾞﾉ ｼｮｳﾀ 男子 鹿児島 種子島中

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 147 廣川 陽大(2) ﾋﾛｶﾜ ﾋﾅﾀ 男子 鹿児島 大崎中

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 664 冨川 侑雅(1) ﾄﾐｶﾜ ﾕｳｶﾞ 男子 鹿児島 吉野東中

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 168 大内田 成(2) ｵｵｳﾁﾀﾞ ﾅﾙ 男子 鹿児島 和田中

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 6508 津曲 俊(2) ﾂﾏｶﾞﾘ ｼｭﾝ 男子 宮 崎 都城西中

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 294 砂坂 健太(3) ｽﾅｻｶ ｹﾝﾀ 男子 鹿児島 生冠中

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 359 塚田 和樹(3) ﾂｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 鹿児島 南中

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 299 松永 健希(3) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｹｷ 男子 鹿児島 川内北中

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 2087 田邉 奏侍(1) ﾀﾅﾍﾞ ｿｳｼ 男子 鹿児島 SCC

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 469 原田 煌大(2) ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島 紫原中

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 790 諏訪原 実徳(1) ｽﾜﾊﾗ ﾐﾉﾘ 男子 鹿児島 紫原中

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 2052 川崎 優斗(2) ｶﾜｻｷ ﾕｳﾄ 男子 鹿児島 NIFSスポーツクラブ

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 207 津留見 太陽(2) ﾂﾙﾐ ﾀｶﾋﾛ 男子 鹿児島 日当山中

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 532 大久保 玲哉(3) ｵｵｸﾎﾞ ﾚｲﾔ 男子 鹿児島 鹿屋東中

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 127 高塚 浩志(3) ﾀｶﾂｶ ｺｳｼ 男子 鹿児島 川内中央中

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 23 393 山﨑 天聖(3) ﾔﾏｻｷ ﾃﾝｾｲ 男子 鹿児島 大川内中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

女子1年 １００ｍ 101 760 若尾 奏来(1) ﾜｶｵ ｿﾗ 女子 鹿児島 城西中

女子1年 １００ｍ 101 606 吉屋 佐紀(1) ﾖｼﾔ ｻｷ 女子 鹿児島 伊敷中

女子1年 １００ｍ 101 607 川口 莉來(1) ｶﾜｸﾞﾁ ﾚｲﾗ 女子 鹿児島 伊敷中



女子1年 １００ｍ 101 620 山下 れもん(1) ﾔﾏｼﾀ ﾚﾓﾝ 女子 鹿児島 吉野東中

女子1年 １００ｍ 101 682 河上 そら(1) ｶﾜｶﾐ ｿﾗ 女子 鹿児島 大口中央中

女子1年 １００ｍ 101 767 寶田 乃音(1) ﾎｳﾀ ﾉﾝ 女子 鹿児島 末吉中

女子1年 １００ｍ 101 580 半田 一巴(1) ﾊﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾊ 女子 鹿児島 大口中央中

女子1年 １００ｍ 101 603 花田 美優(1) ﾊﾅﾀﾞ ﾐﾕｳ 女子 鹿児島 阿久根中

女子1年 １００ｍ 101 589 井上 ハルカ(1) ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ 女子 鹿児島 国分南中

女子1年 １００ｍ 101 874 濱田 結衣(1) ﾊﾏﾀﾞ ﾕｲ 女子 鹿児島 星峯中

女子1年 １００ｍ 101 599 宮野 咲愛(1) ﾐﾔﾉ ｻｴ 女子 鹿児島 高尾野中

女子1年 １００ｍ 101 605 猿楽 美羽(1) ｻﾙｶﾞｸ ﾐｳ 女子 鹿児島 阿久根中

女子1年 １００ｍ 101 846 金久 真津理(1) ｶﾈﾋｻ ﾏﾂﾘ 女子 鹿児島 和田中

女子1年 １００ｍ 101 677 澤田 瑠菜(1) ｻﾜﾀﾞ ﾙﾅ 女子 鹿児島 川内中央中

女子1年 １００ｍ 101 652 迫田 陽愛(1) ｻｺﾀﾞ ﾋﾅ 女子 鹿児島 出水中

女子1年 １００ｍ 101 764 山下 愛心(1) ﾔﾏｼﾀ ｱｲﾐ 女子 鹿児島 城西中

女子1年 １００ｍ 101 693 佃 華月(1) ﾂｸﾀﾞ ｶﾂﾞｷ 女子 鹿児島 東谷山中

女子1年 １００ｍ 101 768 木藤 詩音(1) ｷﾄｳ ｼｵﾄ 女子 鹿児島 末吉中

女子1年 １００ｍ 101 654 平山 未理(1) ﾋﾗﾔﾏ ﾐﾘ 女子 鹿児島 出水中

女子1年 １００ｍ 101 863 海江田 珠詩(1) ｶｲｴﾀﾞ ﾐｳ 女子 鹿児島 隼人中

女子1年 １００ｍ 101 782 田代 麗美(1) ﾀｼﾛ ﾚﾐ 女子 鹿児島 伊集院中

女子1年 １００ｍ 101 785 川路 ひなた(1) ｶﾜｼﾞ ﾋﾅﾀ 女子 鹿児島 伊集院中

女子1年 １００ｍ 101 678 中山 ひなた(1) ﾅｶﾔﾏ ﾋﾅﾀ 女子 鹿児島 川内中央中

女子1年 １００ｍ 101 728 大山 留衣(1) ｵｵﾔﾏ ﾙｲ 女子 鹿児島 紫原中

女子1年 １００ｍ 101 848 西窪 彩華(1) ﾆｼｸﾎﾞ ｱﾔｶ 女子 鹿児島 和田中

女子1年 １００ｍ 101 4127 村橋 穂香(1) ﾑﾗﾊｼ ﾎﾉｶ 女子 宮 崎 西池AC

女子1年 １００ｍ 101 706 細川 友愛(1) ﾎｿｶﾜ ﾄﾓｱ 女子 鹿児島 舞鶴中

女子1年 １００ｍ 101 833 益満 菜々美(1) ﾏｽﾐﾂ ﾅﾅﾐ 女子 鹿児島 伊集院北中

女子1年 １００ｍ 101 788 田之脇 菜月(1) ﾀﾉﾜｷ ﾅﾂｷ 女子 鹿児島 頴娃中

女子1年 １００ｍ 101 600 野端 陽菜(1) ﾉﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ 女子 鹿児島 高尾野中

女子1年 １００ｍ 101 2012 井手下 麗桜(1) ｲﾃﾞｼﾀ ﾘｵﾝ 女子 鹿児島 スプリントクラブ ハ

女子1年 １００ｍ 101 4122 田島 里南(1) ﾀｼﾞﾏ ﾘﾅ 女子 宮 崎 西池AC

女子1年 １００ｍ 101 871 中村 樹音(1) ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾈ 女子 鹿児島 星峯中

女子1年 １００ｍ 101 743 上原 美咲(1) ｳｴﾊﾗ ﾐｻｷ 女子 鹿児島 大崎中

女子1年 １００ｍ 101 742 横山 妃那(1) ﾖｺﾔﾏ ﾋﾅ 女子 鹿児島 大崎中

女子1年 １００ｍ 101 735 原田 姫望(1) ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾒﾉ 女子 鹿児島 天保山中

女子1年 １００ｍ 101 733 笛田 真央(1) ﾌｴﾀ ﾏｵ 女子 鹿児島 天保山中

女子1年 １００ｍ 101 719 德永 京香(1) ﾄｸﾅｶﾞ ｷｮｳｶ 女子 鹿児島 武岡中

女子1年 １００ｍ 101 721 川原 かおる(1) ｶﾜﾊﾗ ｶｵﾙ 女子 鹿児島 武岡中

女子1年 １００ｍ 101 710 東畠 美紀(1) ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ ﾐｷ 女子 鹿児島 野田中

女子1年 １００ｍ 101 2051 瀬戸口 歩美(1) ｾﾄｸﾞﾁ ｱﾕﾐ 女子 鹿児島 SCC

女子1年 １００ｍ 101 730 田村 典子(1) ﾀﾑﾗ ﾉﾘｺ 女子 鹿児島 谷山中

女子1年 １００ｍ 101 731 岩切 絢菜(1) ｲﾜｷﾘ ｱﾔﾅ 女子 鹿児島 谷山中

女子1年 １００ｍ 101 829 福永 稟音(1) ﾌｸﾅｶﾞ ﾘｵﾝ 女子 鹿児島 松元中

女子1年 １００ｍ 101 2030 福田 陽菜(1) ﾌｸﾀﾞ ﾋﾅ 女子 鹿児島 ナンバーワンクラブ

女子1年 １００ｍ 101 695 内田 瑚乃夏(1) ｳﾁﾀﾞ ｺﾉｶ 女子 鹿児島 東谷山中

女子1年 １００ｍ 101 2031 元島 一乃(1) ﾓﾄｼﾏ ｲﾁﾉ 女子 鹿児島 ナンバーワンクラブ

女子1年 １００ｍ 101 2054 西 未雅(1) ﾆｼ ﾐﾔﾋﾞ 女子 鹿児島 ISC

女子1年 １００ｍ 101 464 清水 香里奈(1) ｼﾐｽﾞ ｶﾘﾅ 女子 鹿児島 大口明光学園中

女子1年 １００ｍ 101 825 平野 悠莉(1) ﾋﾗﾉ ﾕｳﾘ 女子 鹿児島 松元中

女子1年 １００ｍ 101 809 中間 愛結(1) ﾅｶﾏ ﾒｲ 女子 鹿児島 川内北中

女子1年 １００ｍ 101 819 久保田 菜月(1) ｸﾎﾞﾀ ﾅﾂｷ 女子 鹿児島 帖佐中

女子1年 １００ｍ 101 617 西田 怜央(1) ﾆｼﾀﾞ ﾚｵ 女子 鹿児島 鴨池中

女子1年 １００ｍ 101 2052 野村 姫奈(1) ﾉﾑﾗ ﾋﾅ 女子 鹿児島 SCC

女子1年 １００ｍ 101 832 杉本 聖藍(1) ｽｷﾞﾓﾄ ｾｲﾗ 女子 鹿児島 伊敷台中

女子1年 １００ｍ 101 2059 西川 凛音(1) ﾆｼｶﾜ ﾘｵ 女子 鹿児島 太陽スポーツクラブ

女子1年 １００ｍ 101 646 松元 美月(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂｷ 女子 鹿児島 鹿屋東中



女子1年 １００ｍ 101 831 池畑 碧葉(1) ｲｹﾊﾞﾀ ｱｵﾊﾞ 女子 鹿児島 伊敷台中

女子1年 １００ｍ 101 814 寺原 湊菜(1) ﾃﾗﾊﾗ ｿﾅ 女子 鹿児島 帖佐中

女子1年 １００ｍ 101 6525 清水 美空(1) ｼﾐｽﾞ ｿﾗ 女子 宮 崎 都城西中

女子1年 １００ｍ 101 755 立和田 愛美(1) ﾀﾁﾜﾀﾞ ﾏﾅﾐ 女子 鹿児島 国分南中

女子1年 １００ｍ 101 648 鳥巣 海璃(1) ﾄﾘｽ ｶｲﾘ 女子 鹿児島 鹿屋東中

女子1年 １００ｍ 101 789 盛迫 桜奈(1) ﾓﾘｻｺ ﾊﾙﾅ 女子 鹿児島 頴娃中

女子1年 １００ｍ 101 579 野本 真愛(1) ﾉﾓﾄ ﾐｱ 女子 鹿児島 国分中

女子1年 １００ｍ 101 841 吉村 菜々美(1) ﾖｼﾑﾗ ﾅﾅﾐ 女子 鹿児島 吉野中

女子1年 １００ｍ 101 842 松元 美憂(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾕｳ 女子 鹿児島 吉野中

女子1年 １００ｍ 101 796 七呂 陽菜(1) ｼﾁﾛ ﾋﾅ 女子 鹿児島 南中

女子1年 １００ｍ 101 799 東村 萌杏(1) ﾋｶﾞｼﾑﾗ ﾓﾓ 女子 鹿児島 皇徳寺中

女子1年 １００ｍ 101 662 引地 菜々(1) ﾋｷﾁ ﾅﾅ 女子 鹿児島 西紫原中

女子1年 １００ｍ 101 6511 菅野 優吏愛(1) ｶﾝﾉ ﾕﾘｱ 女子 宮 崎 都城西中

女子1年 １００ｍ 101 618 茂 恋羽(1) ｼｹﾞﾙ ｺﾉﾊ 女子 鹿児島 吉野東中

女子1年 １００ｍ 101 859 川野 天花(1) ｶﾜﾉ ﾃﾝｶ 女子 鹿児島 谷山北中

女子1年 １００ｍ 101 585 佐藤 結香(1) ｻﾄｳ ﾕｲｶ 女子 鹿児島 加治木中

女子1年 １００ｍ 101 862 梁瀬 苺音(1) ﾔﾅｾ ﾏｲﾈ 女子 鹿児島 谷山北中

女子1年 １００ｍ 101 806 馬場 恵里菜(1) ﾊﾞﾊﾞ ｴﾘﾅ 女子 鹿児島 川内北中

女子1年 １００ｍ 101 723 永野 紗妃(1) ﾅｶﾞﾉ ｻｷ 女子 鹿児島 万世中

女子1年 １００ｍ 101 804 千代留 未来(1) ﾁﾖﾄﾞﾒ ﾐﾗｲ 女子 鹿児島 志布志中

女子1年 １００ｍ 101 705 新地 眞子(1) ｼﾝﾁ ﾏｺ 女子 鹿児島 舞鶴中

女子1年 １００ｍ 101 793 中島 美涼(1) ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽｽﾞ 女子 鹿児島 南中

女子1年 １００ｍ 101 5103 上野 つばき(1) ｳｴﾉ ﾂﾊﾞｷ 女子 宮 崎 小林中

女子1年 １００ｍ 101 722 二宮 朱桜(1) ﾆﾉﾐﾔ ｼｭｵ 女子 鹿児島 万世中

女子1年 １００ｍ 101 680 橘木 つかさ(1) ﾀﾁﾊﾞﾅｷ ﾂｶｻ 女子 鹿児島 川内南中

女子1年 １００ｍ 101 771 本野 莉音(1) ﾓﾄﾉ ﾘﾈ 女子 鹿児島 川内南中

女子1年 １００ｍ 101 643 小川 天(1) ｵｶﾞﾜ ﾃﾝ 女子 鹿児島 三笠中

女子1年 １００ｍ 101 864 川畑 愛菜(1) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏﾅ 女子 鹿児島 隼人中

女子1年 １００ｍ 101 727 吉野 光夏(1) ﾖｼﾉ ｺﾅﾂ 女子 鹿児島 紫原中

女子1年 １００ｍ 101 583 北園 実季(1) ｷﾀｿﾞﾉ ﾐｷ 女子 鹿児島 加治木中

女子1年 １００ｍ 101 626 栗野 愛彩(1) ｸﾘﾉ ｱﾐ 女子 鹿児島 宮之城中

女子1年 １００ｍ 101 779 金倉 輪(1) ｶﾅｸﾗ ﾘﾝ 女子 鹿児島 坊津学園中

女子1年 １００ｍ 101 587 木原 寧々佳(1) ｷﾊﾗ ﾈﾈｶ 女子 鹿児島 国分中

女子1年 １００ｍ 101 622 下市 弥羽(1) ｼﾓｲﾁ ﾐﾊﾈ 女子 鹿児島 宮之城中

女子1年 １００ｍ 101 692 浜田 愛菜(1) ﾊﾏﾀﾞ ｱｲﾅ 女子 鹿児島 東市来中

女子1年 １００ｍ 101 790 堂園 心花(1) ﾄﾞｳｿﾞﾉ ﾐﾊﾅ 女子 鹿児島 知覧中

女子1年 １００ｍ 101 661 大迫 朱音(1) ｵｵｻｺ ｱｶﾈ 女子 鹿児島 上市来中

女子1年 １００ｍ 101 658 德重 瞳(1) ﾄｸｼｹﾞ ﾋﾄﾐ 女子 鹿児島 上市来中

女子1年 １００ｍ 101 665 有留 佐共子(1) ｱﾘﾄﾞﾒ ｻﾄｺ 女子 鹿児島 西紫原中

女子1年 １００ｍ 101 716 大津 好花(1) ｵｵﾂ ｺﾉｶ 女子 鹿児島 甲南中

女子1年 １００ｍ 101 691 髙橋 すみれ(1) ﾀｶﾊｼ ｽﾐﾚ 女子 鹿児島 東市来中

女子1年 １００ｍ 101 737 前原 由佳(1) ﾏｴﾊﾗ ﾕｶ 女子 鹿児島 伊集院北中

女子1年 １００ｍ 101 656 大迫 美結(1) ｵｵｻｺ ﾐﾕ 女子 鹿児島 松山中

女子1年 １００ｍ 101 714 福山 陽菜(1) ﾌｸﾔﾏ ﾊﾙﾅ 女子 鹿児島 甲南中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

女子2年 １００ｍ 96 325 佐藤 理乃(2) ｻﾄｳ ﾘﾉ 女子 鹿児島 帖佐中

女子2年 １００ｍ 96 9 菊永 藍良(2) ｷｸﾅｶﾞ ｱｲﾗ 女子 鹿児島 国分南中

女子2年 １００ｍ 96 382 田中 架恋(2) ﾀﾅｶ ｶﾚﾝ 女子 鹿児島 米ノ津中

女子2年 １００ｍ 96 329 一氏 彩乃(2) ﾋﾄｳｼﾞ ｱﾔﾉ 女子 鹿児島 知覧中

女子2年 １００ｍ 96 84 櫻木 香月(2) ｻｸﾗｷﾞ ｶﾂｷ 女子 鹿児島 重富中

女子2年 １００ｍ 96 27 眞正 樹理(2) ｼﾝｼｮｳ ｼﾞｭﾘ 女子 鹿児島 東谷山中

女子2年 １００ｍ 96 448 大山 結彩(2) ｵｵﾔﾏ ﾕｱ 女子 鹿児島 紫原中

女子2年 １００ｍ 96 127 荒井 柚葉(2) ｱﾗｲ ﾕｽﾞﾊ 女子 鹿児島 川辺中



女子2年 １００ｍ 96 487 西 こはる(2) ﾆｼ ｺﾊﾙ 女子 鹿児島 坊津学園中

女子2年 １００ｍ 96 3474 安藤 紗英(2) ｱﾝﾄﾞｳ ｻｴ 女子 宮 崎 宮崎大淀中

女子2年 １００ｍ 96 3478 下瀨 彩音(2) ｼﾓｾ ｱﾔﾈ 女子 宮 崎 宮崎大淀中

女子2年 １００ｍ 96 229 赤池 優(2) ｱｶｲｹ ﾕｳ 女子 鹿児島 谷山中

女子2年 １００ｍ 96 516 東田 莉桜(2) ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾘｵ 女子 鹿児島 鹿屋東中

女子2年 １００ｍ 96 91 村山 和夏(2) ﾑﾗﾔﾏ ﾜｶ 女子 鹿児島 重富中

女子2年 １００ｍ 96 162 鶴田 千花(2) ﾂﾙﾀﾞ ﾁﾊﾙ 女子 鹿児島 城西中

女子2年 １００ｍ 96 214 二階 未優(2) ﾆｶｲ ﾐｳ 女子 鹿児島 第一鹿屋中

女子2年 １００ｍ 96 6504 永井 陽菜(2) ﾅｶﾞｲ ﾋﾅ 女子 宮 崎 都城西中

女子2年 １００ｍ 96 479 山田 百々花(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ 女子 鹿児島 舞鶴中

女子2年 １００ｍ 96 314 吉松 美香(2) ﾖｼﾏﾂ ﾐｶ 女子 鹿児島 谷山北中

女子2年 １００ｍ 96 552 上野 菜那(2) ｳｴﾉ ﾅﾅ 女子 鹿児島 甲南中

女子2年 １００ｍ 96 403 西 愛瑠(2) ﾆｼ ｱｲﾙ 女子 鹿児島 鴨池中

女子2年 １００ｍ 96 161 滿園 彩可(2) ﾐﾂｿﾞﾉ ｱﾔｶ 女子 鹿児島 城西中

女子2年 １００ｍ 96 252 三宅 咲菜(2) ﾐﾔｹ ｻｷﾅ 女子 鹿児島 頴娃中

女子2年 １００ｍ 96 3411 串間 彩加(2) ｸｼﾏ ｻｲｶ 女子 宮 崎 宮崎西中

女子2年 １００ｍ 96 249 信太 葵(2) ｼﾀﾞ ｱｵｲ 女子 鹿児島 頴娃中

女子2年 １００ｍ 96 2005 春田 花梨(2) ﾊﾙﾀ ｶﾘﾝ 女子 鹿児島 鹿児島Jr

女子2年 １００ｍ 96 10 中西 菜々美(2) ﾅｶﾆｼ ﾅﾅﾐ 女子 鹿児島 国分南中

女子2年 １００ｍ 96 36 神田 麗愛(2) ｶﾝﾀﾞ ﾚｲｱ 女子 鹿児島 高山中

女子2年 １００ｍ 96 150 福満 れな(2) ﾌｸﾐﾂ ﾚﾅ 女子 鹿児島 和田中

女子2年 １００ｍ 96 26 淺面 カレン(2) ｱｻﾒﾝ ｶﾚﾝ 女子 鹿児島 東谷山中

女子2年 １００ｍ 96 76 宮下 樹(2) ﾐﾔｼﾀ ｲﾂｷ 女子 鹿児島 種子島中

女子2年 １００ｍ 96 423 柳田 萌絵(2) ﾔﾅｷﾞﾀ ﾓｴ 女子 鹿児島 宮之城中

女子2年 １００ｍ 96 440 ⾧倉 彩香(2) ﾅｶﾞｸﾗ ｱﾔｶ 女子 鹿児島 吾平中

女子2年 １００ｍ 96 569 喜屋武 風花(2) ｷﾔﾀｹ ﾌｳｶ 女子 鹿児島 大笠中

女子2年 １００ｍ 96 350 松山 凛花(2) ﾏﾂﾔﾏ ﾘﾝｶ 女子 鹿児島 菱刈中

女子2年 １００ｍ 96 49 森山 心春(2) ﾓﾘﾔﾏ ｺﾊﾙ 女子 鹿児島 国分中

女子2年 １００ｍ 96 123 金ヶ江 ひかり(2) ｶﾅｶﾞｴ ﾋｶﾘ 女子 鹿児島 川内中央中

女子2年 １００ｍ 96 375 木下 日陽(2) ｷｼﾀ ﾋﾅﾀ 女子 鹿児島 東市来中

女子2年 １００ｍ 96 121 栗山 莉宙(2) ｸﾘﾔﾏ ﾘｵ 女子 鹿児島 川内中央中

女子2年 １００ｍ 96 215 山路 梨湖(2) ﾔﾏｼﾞ ﾘｺ 女子 鹿児島 第一鹿屋中

女子2年 １００ｍ 96 101 華野 桜(2) ﾊﾅﾉ ｻｸﾗ 女子 鹿児島 出水中

女子2年 １００ｍ 96 35 吉村 美空(2) ﾖｼﾑﾗ ﾐｸ 女子 鹿児島 加治木中

女子2年 １００ｍ 96 424 中須 愛麻(2) ﾅｶｽ ｴﾏ 女子 鹿児島 宮之城中

女子2年 １００ｍ 96 3417 松尾 寧久(2) ﾏﾂｵ ｼｽﾞｸ 女子 宮 崎 宮崎西中

女子2年 １００ｍ 96 394 諸麥 奏音(2) ﾓﾛﾑｷﾞ ｶﾉﾝ 女子 鹿児島 鹿児島玉龍中

女子2年 １００ｍ 96 395 上山 碧月(2) ｳｴﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 女子 鹿児島 鹿児島玉龍中

女子2年 １００ｍ 96 133 中山 純菜(2) ﾅｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾅ 女子 鹿児島 大崎中

女子2年 １００ｍ 96 75 上門 夕夏(2) ｶﾐｶﾄﾞ ﾕｳﾅﾂ 女子 鹿児島 種子島中

女子2年 １００ｍ 96 443 麻生 皐月(2) ｱｿｳ ｻﾂｷ 女子 鹿児島 志學館中

女子2年 １００ｍ 96 442 下田代 実莉(2) ｼﾓﾀｼﾛ ﾐﾉﾘ 女子 鹿児島 志學館中

女子2年 １００ｍ 96 234 坂元 瑠菜(2) ｻｶﾓﾄ ﾙﾅ 女子 鹿児島 阿久根中

女子2年 １００ｍ 96 602 園井 結菜(2) ｿﾉｲ ﾕﾅ 女子 熊 本 帯山中

女子2年 １００ｍ 96 517 上村 桃葉(2) ｶﾐﾑﾗ ﾓﾓﾊ 女子 鹿児島 鹿屋東中

女子2年 １００ｍ 96 140 牧原 紋香(2) ﾏｷﾊﾗ ｱﾔｶ 女子 鹿児島 末吉中

女子2年 １００ｍ 96 610 白石 花華(2) ｼﾗｲｼ ﾊﾅｶ 女子 熊 本 帯山中

女子2年 １００ｍ 96 526 久冨木 万恵(2) ｸﾌﾞｷ ﾏｴ 女子 鹿児島 伊集院北中

女子2年 １００ｍ 96 180 前田 茉佑(2) ﾏｴﾀﾞ ﾏﾕ 女子 鹿児島 高尾野中

女子2年 １００ｍ 96 500 川付 栞(2) ｶﾜﾂｷ ｼｵﾘ 女子 鹿児島 伊集院中

女子2年 １００ｍ 96 235 尾﨑 陽奈(2) ｵｻﾞｷ ﾊﾙﾅ 女子 鹿児島 阿久根中

女子2年 １００ｍ 96 366 園田 小綾(2) ｿﾉﾀﾞ ｻｱﾔ 女子 鹿児島 吉野東中

女子2年 １００ｍ 96 323 荻迫 陽葵(2) ｵｷﾞｻｺ ﾋﾏﾘ 女子 鹿児島 帖佐中

女子2年 １００ｍ 96 299 宇佐美 陽菜(2) ｳｻﾐ ﾊﾙﾅ 女子 鹿児島 川内北中



女子2年 １００ｍ 96 477 酒匂 葵唯(2) ｻｺｳ ｱｵｲ 女子 鹿児島 舞鶴中

女子2年 １００ｍ 96 247 前田 真慧(2) ﾏｴﾀﾞ ﾐｻﾄ 女子 鹿児島 朝日中

女子2年 １００ｍ 96 151 竹下 陽菜(2) ﾀｹｼﾀ ﾋﾅ 女子 鹿児島 和田中

女子2年 １００ｍ 96 567 門田 藍理(2) ｶﾄﾞﾀ ｱｲﾘ 女子 鹿児島 松元中

女子2年 １００ｍ 96 337 藤﨑 心青(2) ﾌｼﾞｻｷ ｺﾄ 女子 鹿児島 隼人中

女子2年 １００ｍ 96 34 ⾧野 愛香(2) ﾅｶﾞﾉ ｱｲｶ 女子 鹿児島 加治木中

女子2年 １００ｍ 96 402 槐島 和佳子(2) ｹﾞｼﾞﾏ ﾜｶｺ 女子 鹿児島 鴨池中

女子2年 １００ｍ 96 436 平峯 李紅(2) ﾋﾗﾐﾈ ﾘｺ 女子 鹿児島 吉野中

女子2年 １００ｍ 96 139 池田 琉々杏(2) ｲｹﾀﾞ ﾙﾙｱ 女子 鹿児島 末吉中

女子2年 １００ｍ 96 177 杉元 優凪(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾅ 女子 鹿児島 高尾野中

女子2年 １００ｍ 96 545 加藤 凪紗(2) ｶﾄｳ ﾅｷﾞｻ 女子 鹿児島 伊敷中

女子2年 １００ｍ 96 524 内田 奈々(2) ｳﾁﾀﾞ ﾅﾅ 女子 鹿児島 伊集院北中

女子2年 １００ｍ 96 303 外原 心菜(2) ｿﾄﾊﾗ ｺｺﾅ 女子 鹿児島 川内北中

女子2年 １００ｍ 96 340 中村 檎伯(2) ﾅｶﾑﾗ ｺﾊｸ 女子 鹿児島 隼人中

女子2年 １００ｍ 96 269 鉢窪 凉菜(2) ﾊﾁｸﾎﾞ ｽｽﾞﾅ 女子 鹿児島 加世田中

女子2年 １００ｍ 96 273 重井 柚梨恵(2) ｼｹﾞｲ ﾕﾘｴ 女子 鹿児島 加世田中

女子2年 １００ｍ 96 196 藤井 穂花(2) ﾌｼﾞｲ ﾎﾉｶ 女子 鹿児島 川内南中

女子2年 １００ｍ 96 60 有川 真雪(2) ｱﾘｶﾜ ﾏﾕｷ 女子 鹿児島 志布志中

女子2年 １００ｍ 96 704 川元 遥凪(2) ｶﾜﾓﾄ ﾊﾙﾅ 女子 鹿児島 南種子中

女子2年 １００ｍ 96 437 尾村 瑠梨(2) ｵﾑﾗ ﾙﾘ 女子 鹿児島 吉野中

女子2年 １００ｍ 96 559 三原 ゆめ(2) ﾐﾊﾗ ﾕﾒ 女子 鹿児島 万世中

女子2年 １００ｍ 96 283 下園 姫奈(2) ｼﾓｿﾞﾉ ﾋﾅ 女子 鹿児島 皇徳寺中

女子2年 １００ｍ 96 66 日髙 胡羽(2) ﾋﾀﾞｶ ｺﾊﾈ 女子 鹿児島 鹿大附属中

女子2年 １００ｍ 96 195 下薗 たえ(2) ｼﾓｿﾞﾉ ﾀｴ 女子 鹿児島 川内南中

女子2年 １００ｍ 96 496 徳留 梨乃(2) ﾄｸﾄﾞﾒ ﾘﾉ 女子 鹿児島 伊集院中

女子2年 １００ｍ 96 132 宮内 佳蓮(2) ﾐﾔｳﾁ ｶﾚﾝ 女子 鹿児島 大崎中

女子2年 １００ｍ 96 328 堂園 悠衣(2) ﾄﾞｳｿﾞﾉ ﾕｲ 女子 鹿児島 知覧中

女子2年 １００ｍ 96 546 山田 桃嘉(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ 女子 鹿児島 伊敷中

女子2年 １００ｍ 96 280 内野 ほのか(2) ｳﾁﾉ ﾎﾉｶ 女子 鹿児島 皇徳寺中

女子2年 １００ｍ 96 245 森永 倖枝(2) ﾓﾘﾅｶﾞ ｺｴﾀﾞ 女子 鹿児島 朝日中

女子2年 １００ｍ 96 6510 坂ノ上 令奈(2) ｻｶﾉｳｴ ﾚﾅ 女子 宮 崎 都城西中

女子2年 １００ｍ 96 370 末廣 侑奈(2) ｽｴﾋﾛ ﾕﾅ 女子 鹿児島 吉野東中

女子2年 １００ｍ 96 637 末吉 薫乃(2) ｽｴﾖｼ ｶﾉ 女子 鹿児島 甲東中

女子2年 １００ｍ 96 56 坂田 凜(2) ｻｶﾀ ﾘﾝ 女子 鹿児島 志布志中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

女子3年 １００ｍ 88 236 渡 夢葉(3) ﾜﾀﾘ ﾕﾒﾊ 女子 鹿児島 朝日中

女子3年 １００ｍ 88 3468 福元 日春(3) ﾌｸﾓﾄ ﾋﾊﾙ 女子 宮 崎 宮崎大淀中

女子3年 １００ｍ 88 318 東 和来(3) ﾋｶﾞｼ ﾜｺ 女子 鹿児島 帖佐中

女子3年 １００ｍ 88 157 竹元 千咲(3) ﾀｹﾓﾄ ﾁｻｷ 女子 鹿児島 城西中

女子3年 １００ｍ 88 108 赤塚 琴菜(3) ｱｶﾂｶ ｺﾄﾅ 女子 鹿児島 西紫原中

女子3年 １００ｍ 88 238 福留 舞(3) ﾌｸﾄﾞﾒ ﾏｲ 女子 鹿児島 朝日中

女子3年 １００ｍ 88 13 京田 莉恋(3) ｷｮｳﾀﾞ ﾘｺ 女子 鹿児島 東谷山中

女子3年 １００ｍ 88 6531 三田井 咲綺(3) ﾐﾀｲ ｻｷ 女子 宮 崎 都城西中

女子3年 １００ｍ 88 475 徳重 遥香(3) ﾄｸｼｹﾞ ﾊﾙｶ 女子 鹿児島 舞鶴中

女子3年 １００ｍ 88 95 古城 なみ(3) ﾌﾙｼﾞｮｳ ﾅﾐ 女子 鹿児島 出水中

女子3年 １００ｍ 88 167 上野 七菜樹(3) ｳｴﾉ ﾅﾅｷ 女子 鹿児島 日当山中

女子3年 １００ｍ 88 218 赤池 怜奈(3) ｱｶｲｹ ﾚﾅ 女子 鹿児島 谷山中

女子3年 １００ｍ 88 159 河内 里穂(3) ｶﾜﾁ ﾘﾎ 女子 鹿児島 城西中

女子3年 １００ｍ 88 125 藏前 和音(3) ｸﾗﾏｴ ｶｽﾞﾈ 女子 鹿児島 川辺中

女子3年 １００ｍ 88 353 佐藤 芽依(3) ｻﾄｳ ﾒｲ 女子 鹿児島 南中

女子3年 １００ｍ 88 320 大重 陽(3) ｵｵｼｹﾞ ﾊﾙ 女子 鹿児島 帖佐中

女子3年 １００ｍ 88 2057 栫 美咲(3) ｶｺｲ ﾐｻｷ 女子 鹿児島 太陽スポーツクラブ

女子3年 １００ｍ 88 170 片野坂 瑞希(3) ｶﾀﾉｻｶ ﾐｽﾞｷ 女子 鹿児島 高尾野中



女子3年 １００ｍ 88 2039 浜田 かのん(3) ﾊﾏﾀﾞ ｶﾉﾝ 女子 鹿児島 ISC

女子3年 １００ｍ 88 466 下野 みのり(3) ｼﾓﾉ ﾐﾉﾘ 女子 鹿児島 天保山中

女子3年 １００ｍ 88 82 竹牟禮 あかり(3) ﾀｹﾑﾚ ｱｶﾘ 女子 鹿児島 重富中

女子3年 １００ｍ 88 145 迫田 花凛(3) ｻｺﾀﾞ ｶﾘﾝ 女子 鹿児島 和田中

女子3年 １００ｍ 88 351 尾上 礼夏(3) ｵﾉｳｴ ﾚｲｶ 女子 鹿児島 三笠中

女子3年 １００ｍ 88 11 山田 珠遥(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾊﾙ 女子 鹿児島 東谷山中

女子3年 １００ｍ 88 138 河野 美月(3) ｺｳﾉ ﾐﾂﾞｷ 女子 鹿児島 末吉中

女子3年 １００ｍ 88 172 火ノ浦 咲(3) ﾋﾉｳﾗ ｻｷ 女子 鹿児島 高尾野中

女子3年 １００ｍ 88 2008 上山口 彩(3) ｶﾐﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾔｶ 女子 鹿児島 スプリントクラブ ハ

女子3年 １００ｍ 88 144 神園 美咲(3) ｶﾐｿﾞﾉ ﾐｻｷ 女子 鹿児島 和田中

女子3年 １００ｍ 88 379 境田 真琴(3) ｻｶｲﾀﾞ ﾏｺﾄ 女子 鹿児島 米ノ津中

女子3年 １００ｍ 88 93 宮田 莉寿(3) ﾐﾔﾀ ﾘｼﾞｭ 女子 鹿児島 出水中

女子3年 １００ｍ 88 5101 戸髙 玲奈(3) ﾄﾀﾞｶ ﾚﾅ 女子 宮 崎 小林中

女子3年 １００ｍ 88 62 田中 慶乃(3) ﾀﾅｶ ﾖｼﾉ 女子 鹿児島 鹿大附属中

女子3年 １００ｍ 88 310 佐藤 和紗(3) ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ 女子 鹿児島 谷山北中

女子3年 １００ｍ 88 227 山元 優佳(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ 女子 鹿児島 谷山中

女子3年 １００ｍ 88 445 中原 奈津妃(3) ﾅｶﾊﾗ ﾅﾂﾋ 女子 鹿児島 紫原中

女子3年 １００ｍ 88 231 中島 侑紀(3) ﾅｶｼﾏ ﾕｳｷ 女子 鹿児島 阿久根中

女子3年 １００ｍ 88 345 平形 紗愛(3) ﾋﾗｶﾀ ｻｴ 女子 鹿児島 菱刈中

女子3年 １００ｍ 88 360 東 優依奈(3) ﾋｶﾞｼ ﾕｲﾅ 女子 鹿児島 吉野東中

女子3年 １００ｍ 88 564 図師 遥那(3) ｽﾞｼ ﾊﾙﾅ 女子 鹿児島 松元中

女子3年 １００ｍ 88 446 山口 聖七(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲﾅ 女子 鹿児島 紫原中

女子3年 １００ｍ 88 233 鍋石 瑠七(3) ﾅﾍﾞｲｼ ﾙﾅ 女子 鹿児島 阿久根中

女子3年 １００ｍ 88 347 水元 綾穏(3) ﾐｽﾞﾓﾄ ﾘｵﾝ 女子 鹿児島 菱刈中

女子3年 １００ｍ 88 183 竹原 理央(3) ﾀｹﾊﾗ ﾘｵ 女子 鹿児島 桜丘中

女子3年 １００ｍ 88 361 桝本 杏菜(3) ﾏｽﾓﾄ ｱﾝﾅ 女子 鹿児島 吉野東中

女子3年 １００ｍ 88 51 新屋 美優(3) ｼﾝﾔ ﾐﾕ 女子 鹿児島 志布志中

女子3年 １００ｍ 88 597 角田 萌華(3) ﾂﾉﾀﾞ ﾓｴｶ 女子 熊 本 帯山中

女子3年 １００ｍ 88 549 吉川 佳乃子(3) ﾖｼｶﾜ ｶﾉｺ 女子 鹿児島 伊敷台中

女子3年 １００ｍ 88 548 芝元 陽茉璃(3) ｼﾊﾞﾓﾄ ﾋﾏﾘ 女子 鹿児島 伊敷台中

女子3年 １００ｍ 88 68 坂上 友希乃(3) ｻｶｳｴ ﾕｷﾉ 女子 鹿児島 種子島中

女子3年 １００ｍ 88 118 小坂 陽向(3) ｺｻｶ ﾋﾅﾀ 女子 鹿児島 川内中央中

女子3年 １００ｍ 88 81 有村 心花(3) ｱﾘﾑﾗ ｺﾉｶ 女子 鹿児島 重富中

女子3年 １００ｍ 88 489 金倉 華(3) ｶﾅｸﾗ ﾊﾅ 女子 鹿児島 坊津学園中

女子3年 １００ｍ 88 119 大園 佳奈(3) ｵｵｿﾞﾉ ｶﾅ 女子 鹿児島 川内中央中

女子3年 １００ｍ 88 344 大隣 美佑(3) ｵｵﾄﾅﾘ ﾐﾕｳ 女子 鹿児島 隼人中

女子3年 １００ｍ 88 494 堀 すみれ(3) ﾎﾘ ｽﾐﾚ 女子 鹿児島 伊集院中

女子3年 １００ｍ 88 493 田嶋 愛維(3) ﾀｼﾞﾏ ﾒｲ 女子 鹿児島 伊集院中

女子3年 １００ｍ 88 2002 安山 七菜(3) ﾔｽﾔﾏ ﾅﾅ 女子 鹿児島 鹿児島Jr

女子3年 １００ｍ 88 2009 井手下 栄梨(3) ｲﾃﾞｼﾀ ｴﾘ 女子 鹿児島 スプリントクラブ ハ

女子3年 １００ｍ 88 374 若松 知佳(3) ﾜｶﾏﾂ ﾁｶ 女子 鹿児島 東市来中

女子3年 １００ｍ 88 2 首藤 心媛(3) ｼｭﾄｳ ｺｺﾛ 女子 鹿児島 国分南中

女子3年 １００ｍ 88 352 嶋本 侑夏(3) ｼﾏﾓﾄ ﾕｳｶ 女子 鹿児島 三笠中

女子3年 １００ｍ 88 1 花田 真奈夏(3) ﾊﾅﾀﾞ ﾏﾅｶ 女子 鹿児島 国分南中

女子3年 １００ｍ 88 5116 奥原 冬羽(3) ｵｸﾊﾗ ﾄﾜ 女子 宮 崎 小林中

女子3年 １００ｍ 88 508 内山 怜愛(3) ｳﾁﾔﾏ ﾚﾅ 女子 鹿児島 鹿屋東中

女子3年 １００ｍ 88 3465 北薗 杏奈(3) ｷﾀｿﾞﾉ ｱﾝﾅ 女子 宮 崎 宮崎大淀中

女子3年 １００ｍ 88 397 川原 千佳(3) ｶﾜﾊﾗ ﾁｶ 女子 鹿児島 鴨池中

女子3年 １００ｍ 88 566 田島 朱(3) ﾀｼﾞﾏ ｱﾔ 女子 鹿児島 松元中

女子3年 １００ｍ 88 311 永田 桜弓(3) ﾅｶﾞﾀ ｻﾕﾐ 女子 鹿児島 谷山北中

女子3年 １００ｍ 88 510 林 菜央(3) ﾊﾔｼ ﾅｵ 女子 鹿児島 鹿屋東中

女子3年 １００ｍ 88 294 貴島 理子(3) ｷｼﾞﾏ ﾘｺ 女子 鹿児島 川内北中

女子3年 １００ｍ 88 543 岩下 涼奈(3) ｲﾜｼﾀ ｽｽﾞﾅ 女子 鹿児島 伊敷中

女子3年 １００ｍ 88 110 羽祢田 真菜美(3) ﾊﾈﾀﾞ ﾏﾅﾐ 女子 鹿児島 西紫原中



女子3年 １００ｍ 88 435 木場田 幸子(3) ｺﾊﾞﾝﾀ ｻﾁｺ 女子 鹿児島 吉野中

女子3年 １００ｍ 88 2040 松尾 彩花(3) ﾏﾂｵ ｱﾔｶ 女子 鹿児島 ISC

女子3年 １００ｍ 88 293 馬場 望和(3) ﾊﾞﾊﾞ ﾓﾜ 女子 鹿児島 川内北中

女子3年 １００ｍ 88 198 有川 和子(3) ｱﾘｶﾜ ﾜｺ 女子 鹿児島 大口中央中

女子3年 １００ｍ 88 37 日原 梨華(3) ﾋﾊﾗ ﾘｶ 女子 鹿児島 国分中

女子3年 １００ｍ 88 486 甲斐 千咲(3) ｶｲ ﾁｻｷ 女子 鹿児島 坊津学園中

女子3年 １００ｍ 88 542 坂之上 早紀(3) ｻｶﾉｳｴ ｻｷ 女子 鹿児島 伊敷中

女子3年 １００ｍ 88 2056 瀬脇 映(3) ｾﾜｷ ｱｷ 女子 鹿児島 NIFSスポーツクラブ

女子3年 １００ｍ 88 398 山上 遥(3) ﾔﾏｳｴ ﾊﾙ 女子 鹿児島 鴨池中

女子3年 １００ｍ 88 6532 河野 舞(3) ｶﾜﾉ ﾏｲ 女子 宮 崎 都城西中

女子3年 １００ｍ 88 64 原田 望愛(3) ﾊﾗﾀﾞ ﾉｱ 女子 鹿児島 鹿大附属中

女子3年 １００ｍ 88 333 岩切 優梨弥(3) ｲﾜｷﾘ ﾕﾘﾔ 女子 鹿児島 隼人中

女子3年 １００ｍ 88 434 谷口 晴琉(3) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙﾙ 女子 鹿児島 吉野中

女子3年 １００ｍ 88 473 飯野 ひなた(3) ｲｲﾉ ﾋﾅﾀ 女子 鹿児島 舞鶴中

女子3年 １００ｍ 88 262 上野 鈴々(3) ｳｴﾉ ｽｽﾞ 女子 鹿児島 加世田中

女子3年 １００ｍ 88 261 本坊 友海奈(3) ﾎﾝﾎﾞｳ ﾕﾐﾅ 女子 鹿児島 加世田中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

女子共通 ２００ｍ 88 325 佐藤 理乃(2) ｻﾄｳ ﾘﾉ 女子 鹿児島 帖佐中

女子共通 ２００ｍ 88 329 一氏 彩乃(2) ﾋﾄｳｼﾞ ｱﾔﾉ 女子 鹿児島 知覧中

女子共通 ２００ｍ 88 487 西 こはる(2) ﾆｼ ｺﾊﾙ 女子 鹿児島 坊津学園中

女子共通 ２００ｍ 88 318 東 和来(3) ﾋｶﾞｼ ﾜｺ 女子 鹿児島 帖佐中

女子共通 ２００ｍ 88 108 赤塚 琴菜(3) ｱｶﾂｶ ｺﾄﾅ 女子 鹿児島 西紫原中

女子共通 ２００ｍ 88 2057 栫 美咲(3) ｶｺｲ ﾐｻｷ 女子 鹿児島 太陽スポーツクラブ

女子共通 ２００ｍ 88 3474 安藤 紗英(2) ｱﾝﾄﾞｳ ｻｴ 女子 宮 崎 宮崎大淀中

女子共通 ２００ｍ 88 3478 下瀨 彩音(2) ｼﾓｾ ｱﾔﾈ 女子 宮 崎 宮崎大淀中

女子共通 ２００ｍ 88 170 片野坂 瑞希(3) ｶﾀﾉｻｶ ﾐｽﾞｷ 女子 鹿児島 高尾野中

女子共通 ２００ｍ 88 2039 浜田 かのん(3) ﾊﾏﾀﾞ ｶﾉﾝ 女子 鹿児島 ISC

女子共通 ２００ｍ 88 229 赤池 優(2) ｱｶｲｹ ﾕｳ 女子 鹿児島 谷山中

女子共通 ２００ｍ 88 466 下野 みのり(3) ｼﾓﾉ ﾐﾉﾘ 女子 鹿児島 天保山中

女子共通 ２００ｍ 88 516 東田 莉桜(2) ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾘｵ 女子 鹿児島 鹿屋東中

女子共通 ２００ｍ 88 82 竹牟禮 あかり(3) ﾀｹﾑﾚ ｱｶﾘ 女子 鹿児島 重富中

女子共通 ２００ｍ 88 145 迫田 花凛(3) ｻｺﾀﾞ ｶﾘﾝ 女子 鹿児島 和田中

女子共通 ２００ｍ 88 351 尾上 礼夏(3) ｵﾉｳｴ ﾚｲｶ 女子 鹿児島 三笠中

女子共通 ２００ｍ 88 11 山田 珠遥(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾊﾙ 女子 鹿児島 東谷山中

女子共通 ２００ｍ 88 138 河野 美月(3) ｺｳﾉ ﾐﾂﾞｷ 女子 鹿児島 末吉中

女子共通 ２００ｍ 88 172 火ノ浦 咲(3) ﾋﾉｳﾗ ｻｷ 女子 鹿児島 高尾野中

女子共通 ２００ｍ 88 2008 上山口 彩(3) ｶﾐﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾔｶ 女子 鹿児島 スプリントクラブ ハ

女子共通 ２００ｍ 88 15 楢原 佳朋(3) ﾅﾗﾊﾗ ｶﾎ 女子 鹿児島 東谷山中

女子共通 ２００ｍ 88 144 神園 美咲(3) ｶﾐｿﾞﾉ ﾐｻｷ 女子 鹿児島 和田中

女子共通 ２００ｍ 88 379 境田 真琴(3) ｻｶｲﾀﾞ ﾏｺﾄ 女子 鹿児島 米ノ津中

女子共通 ２００ｍ 88 93 宮田 莉寿(3) ﾐﾔﾀ ﾘｼﾞｭ 女子 鹿児島 出水中

女子共通 ２００ｍ 88 5101 戸髙 玲奈(3) ﾄﾀﾞｶ ﾚﾅ 女子 宮 崎 小林中

女子共通 ２００ｍ 88 62 田中 慶乃(3) ﾀﾅｶ ﾖｼﾉ 女子 鹿児島 鹿大附属中

女子共通 ２００ｍ 88 310 佐藤 和紗(3) ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ 女子 鹿児島 谷山北中

女子共通 ２００ｍ 88 227 山元 優佳(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ 女子 鹿児島 谷山中

女子共通 ２００ｍ 88 91 村山 和夏(2) ﾑﾗﾔﾏ ﾜｶ 女子 鹿児島 重富中

女子共通 ２００ｍ 88 162 鶴田 千花(2) ﾂﾙﾀﾞ ﾁﾊﾙ 女子 鹿児島 城西中

女子共通 ２００ｍ 88 445 中原 奈津妃(3) ﾅｶﾊﾗ ﾅﾂﾋ 女子 鹿児島 紫原中

女子共通 ２００ｍ 88 214 二階 未優(2) ﾆｶｲ ﾐｳ 女子 鹿児島 第一鹿屋中

女子共通 ２００ｍ 88 231 中島 侑紀(3) ﾅｶｼﾏ ﾕｳｷ 女子 鹿児島 阿久根中

女子共通 ２００ｍ 88 6504 永井 陽菜(2) ﾅｶﾞｲ ﾋﾅ 女子 宮 崎 都城西中

女子共通 ２００ｍ 88 389 永里 光(3) ﾅｶﾞｻﾄ ﾋｶﾙ 女子 鹿児島 鹿児島玉龍中

女子共通 ２００ｍ 88 479 山田 百々花(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ 女子 鹿児島 舞鶴中



女子共通 ２００ｍ 88 345 平形 紗愛(3) ﾋﾗｶﾀ ｻｴ 女子 鹿児島 菱刈中

女子共通 ２００ｍ 88 360 東 優依奈(3) ﾋｶﾞｼ ﾕｲﾅ 女子 鹿児島 吉野東中

女子共通 ２００ｍ 88 564 図師 遥那(3) ｽﾞｼ ﾊﾙﾅ 女子 鹿児島 松元中

女子共通 ２００ｍ 88 314 吉松 美香(2) ﾖｼﾏﾂ ﾐｶ 女子 鹿児島 谷山北中

女子共通 ２００ｍ 88 446 山口 聖七(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲﾅ 女子 鹿児島 紫原中

女子共通 ２００ｍ 88 233 鍋石 瑠七(3) ﾅﾍﾞｲｼ ﾙﾅ 女子 鹿児島 阿久根中

女子共通 ２００ｍ 88 6535 坂元 里江(3) ｻｶﾓﾄ ﾘｴ 女子 宮 崎 都城西中

女子共通 ２００ｍ 88 347 水元 綾穏(3) ﾐｽﾞﾓﾄ ﾘｵﾝ 女子 鹿児島 菱刈中

女子共通 ２００ｍ 88 183 竹原 理央(3) ﾀｹﾊﾗ ﾘｵ 女子 鹿児島 桜丘中

女子共通 ２００ｍ 88 361 桝本 杏菜(3) ﾏｽﾓﾄ ｱﾝﾅ 女子 鹿児島 吉野東中

女子共通 ２００ｍ 88 330 濱田 ひろな(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾅ 女子 鹿児島 知覧中

女子共通 ２００ｍ 88 241 肥後 瀬麗奈(2) ﾋｺﾞ ｾﾚﾅ 女子 鹿児島 朝日中

女子共通 ２００ｍ 88 373 松島 明里(3) ﾏﾂｼﾏ ｱｶﾘ 女子 鹿児島 東市来中

女子共通 ２００ｍ 88 552 上野 菜那(2) ｳｴﾉ ﾅﾅ 女子 鹿児島 甲南中

女子共通 ２００ｍ 88 54 山下 まい(3) ﾔﾏｼﾀ ﾏｲ 女子 鹿児島 志布志中

女子共通 ２００ｍ 88 540 ⾧谷川 さくら(3) ﾊｾｶﾞﾜ ｻｸﾗ 女子 鹿児島 伊敷中

女子共通 ２００ｍ 88 689 濵田 心暖(3) ﾊﾏﾀﾞ ｺﾉﾝ 女子 鹿児島 中種子中

女子共通 ２００ｍ 88 169 淺井 結良(3) ｱｻｲ ﾕﾗ 女子 鹿児島 日当山中

女子共通 ２００ｍ 88 251 田之脇 いな穂(2) ﾀﾉﾜｷ ｲﾅﾎ 女子 鹿児島 頴娃中

女子共通 ２００ｍ 88 211 早水 りん(2) ﾊﾔﾐｽﾞ ﾘﾝ 女子 鹿児島 大口中央中

女子共通 ２００ｍ 88 624 大平 明奈(1) ｵｵﾋﾗ ｱｲﾅ 女子 鹿児島 宮之城中

女子共通 ２００ｍ 88 824 前之園 心彩(1) ﾏｴﾉｿﾉ ｺｺﾛ 女子 鹿児島 松元中

女子共通 ２００ｍ 88 305 谷元 爽華(2) ﾀﾆﾓﾄ ｿﾅ 女子 鹿児島 川内北中

女子共通 ２００ｍ 88 301 坂上 七海(2) ｻｶｳｴ ﾅﾅﾐ 女子 鹿児島 川内北中

女子共通 ２００ｍ 88 519 井ノ上 咲優(2) ｲﾉｳｴ ｻﾔ 女子 鹿児島 鹿屋東中

女子共通 ２００ｍ 88 141 福岡 みくも(2) ﾌｸｵｶ ﾐｸﾓ 女子 鹿児島 末吉中

女子共通 ２００ｍ 88 109 有留 里衣子(3) ｱﾘﾄﾞﾒ ﾘｴｺ 女子 鹿児島 西紫原中

女子共通 ２００ｍ 88 154 楮山 世來(2) ｶｼﾞﾔﾏ ｾｲﾗ 女子 鹿児島 羽島中

女子共通 ２００ｍ 88 538 加藤 愛(3) ｶﾄｳ ｱｲ 女子 鹿児島 伊敷中

女子共通 ２００ｍ 88 342 仲門 珠花(2) ﾅｶｶﾄﾞ ｼｭｶ 女子 鹿児島 隼人中

女子共通 ２００ｍ 88 343 原 唯奈(2) ﾊﾗ ﾕｲﾅ 女子 鹿児島 隼人中

女子共通 ２００ｍ 88 184 吉谷 すみれ(3) ﾖｼﾔ ｽﾐﾚ 女子 鹿児島 桜丘中

女子共通 ２００ｍ 88 201 肥後 佑奈(3) ﾋｺﾞ ﾕｳﾅ 女子 鹿児島 大口中央中

女子共通 ２００ｍ 88 480 下村 彩香(2) ｼﾓﾑﾗ ｱﾔｶ 女子 鹿児島 舞鶴中

女子共通 ２００ｍ 88 96 岩下 萌衣(2) ｲﾜｼﾀ ﾒｲ 女子 鹿児島 出水中

女子共通 ２００ｍ 88 392 久永 美咲(2) ﾋｻﾅｶﾞ ﾐｻｷ 女子 鹿児島 鹿児島玉龍中

女子共通 ２００ｍ 88 166 奥山 沙貴(2) ｵｸﾔﾏ ｻｷ 女子 鹿児島 城西中

女子共通 ２００ｍ 88 130 梶田 琉渚(2) ｶｼﾞﾀ ﾙﾅ 女子 鹿児島 大崎中

女子共通 ２００ｍ 88 135 市園 愛華(2) ｲﾁｿﾞﾉ ｱｲｶ 女子 鹿児島 大崎中

女子共通 ２００ｍ 88 59 中田 紗熙(2) ﾅｶﾀ ｻｷ 女子 鹿児島 志布志中

女子共通 ２００ｍ 88 239 西 柚花(2) ﾆｼ ﾕｽﾞﾊ 女子 鹿児島 朝日中

女子共通 ２００ｍ 88 596 原 奈々海(1) ﾊﾗ ﾅﾅﾐ 女子 鹿児島 川内南中

女子共通 ２００ｍ 88 495 白石 美空(2) ｼﾗｲｼ ﾐｸ 女子 鹿児島 伊集院中

女子共通 ２００ｍ 88 285 岩嵜 心花(2) ｲﾜｻｷ ｺﾉｶ 女子 鹿児島 皇徳寺中

女子共通 ２００ｍ 88 659 新村 優依(1) ｼﾝﾑﾗ ﾕｲ 女子 鹿児島 上市来中

女子共通 ２００ｍ 88 660 留盛 菜々美(1) ﾄﾒﾓﾘ ﾅﾅﾐ 女子 鹿児島 上市来中

女子共通 ２００ｍ 88 592 野添 心愛(1) ﾉｿﾞｴ ｺｱ 女子 鹿児島 川内南中

女子共通 ２００ｍ 88 257 田中 亜弥(3) ﾀﾅｶ ﾂｸﾞﾐ 女子 鹿児島 加世田中

女子共通 ２００ｍ 88 873 中間 有紀(1) ﾅｶﾏ ﾕｳｷ 女子 鹿児島 星峯中

女子共通 ２００ｍ 88 870 山﨑 愛莉(1) ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾘ 女子 鹿児島 星峯中

女子共通 ２００ｍ 88 498 福永 笑加(2) ﾌｸﾅｶﾞ ｴﾐｶ 女子 鹿児島 伊集院中

女子共通 ２００ｍ 88 277 髙倉 美蔓(2) ﾀｶｸﾗ ﾐﾂﾙ 女子 鹿児島 加世田中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属



女子1年 ８００ｍ 75 606 吉屋 佐紀(1) ﾖｼﾔ ｻｷ 女子 鹿児島 伊敷中

女子1年 ８００ｍ 75 607 川口 莉來(1) ｶﾜｸﾞﾁ ﾚｲﾗ 女子 鹿児島 伊敷中

女子1年 ８００ｍ 75 6524 西添 あみ(1) ﾆｼｿﾞｴ ｱﾐ 女子 宮 崎 都城西中

女子1年 ８００ｍ 75 620 山下 れもん(1) ﾔﾏｼﾀ ﾚﾓﾝ 女子 鹿児島 吉野東中

女子1年 ８００ｍ 75 619 原口 夢(1) ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕﾒ 女子 鹿児島 吉野東中

女子1年 ８００ｍ 75 2017 上 環(1) ｶﾐ ﾀﾏｷ 女子 鹿児島 蒲生スピードランナー

女子1年 ８００ｍ 75 2068 東 倖羽(1) ｱｽﾞﾏ ｺｳ 女子 鹿児島 奄美SRC

女子1年 ８００ｍ 75 745 鶴野 ゆいか(1) ﾂﾙﾉ ﾕｲｶ 女子 鹿児島 大崎中

女子1年 ８００ｍ 75 823 西川 雛羽(1) ﾆｼｶﾜ ﾋﾅﾜ 女子 鹿児島 松元中

女子1年 ８００ｍ 75 827 野元 菜(1) ﾉﾓﾄ ｻｲ 女子 鹿児島 松元中

女子1年 ８００ｍ 75 663 服部 美音(1) ﾊｯﾄﾘ ﾐｵﾝ 女子 鹿児島 西紫原中

女子1年 ８００ｍ 75 582 矢嶋 空(1) ﾔｼﾞﾏ ｿﾗ 女子 鹿児島 大口中央中

女子1年 ８００ｍ 75 581 藺牟田 梨乃晏(1) ｲﾑﾀ ﾘﾉｱ 女子 鹿児島 大口中央中

女子1年 ８００ｍ 75 623 上川畑 未来(1) ｶﾐｶﾜﾊﾞﾀ ﾐｸ 女子 鹿児島 宮之城中

女子1年 ８００ｍ 75 625 地頭園 優音(1) ﾁﾞﾄｳｿﾞﾉ ﾕｳﾈ 女子 鹿児島 宮之城中

女子1年 ８００ｍ 75 732 増田 京香(1) ﾏｽﾀﾞ ｷｮｳｶ 女子 鹿児島 天保山中

女子1年 ８００ｍ 75 734 山下 凜生(1) ﾔﾏｼﾀ ﾘｵ 女子 鹿児島 天保山中

女子1年 ８００ｍ 75 720 岩元 奈央(1) ｲﾜﾓﾄ ﾅｵ 女子 鹿児島 武岡中

女子1年 ８００ｍ 75 718 沖 夢華(1) ｵｷ ﾕﾒｶ 女子 鹿児島 武岡中

女子1年 ８００ｍ 75 766 佐久間 友菜(1) ｻｸﾏ ﾕｳﾅ 女子 鹿児島 城西中

女子1年 ８００ｍ 75 762 ⾧友 咲華(1) ﾅｶﾞﾄﾓ ｻｲｶ 女子 鹿児島 城西中

女子1年 ８００ｍ 75 729 戌亥 琴美(1) ｲﾇｲ ｺﾄﾐ 女子 鹿児島 谷山中

女子1年 ８００ｍ 75 604 馬場園 桃(1) ﾊﾞﾊﾞｿﾞﾉ ﾓﾓ 女子 鹿児島 阿久根中

女子1年 ８００ｍ 75 810 東 里穂(1) ﾋｶﾞｼ ﾘﾎ 女子 鹿児島 川内北中

女子1年 ８００ｍ 75 813 石畑 茜寧(1) ｲｼﾊﾀ ｱｶﾈ 女子 鹿児島 帖佐中

女子1年 ８００ｍ 75 32 岡﨑 晴香(1) ｵｶｻﾞｷ ﾊﾙｶ 女子 鹿児島 宇都中

女子1年 ８００ｍ 75 6520 岩﨑 美桜(1) ｲﾜｻｷ ﾐｵ 女子 宮 崎 都城西中

女子1年 ８００ｍ 75 817 上ノ原 小都理(1) ｳｴﾉﾊﾗ ｻﾄﾘ 女子 鹿児島 帖佐中

女子1年 ８００ｍ 75 5134 筧 美玖(1) ｶｹﾋ ﾐｸ 女子 宮 崎 小林中

女子1年 ８００ｍ 75 611 千知岩 咲希(1) ﾁﾁﾞｲﾜ ｻｷ 女子 鹿児島 加世田中

女子1年 ８００ｍ 75 784 松下 明日香(1) ﾏﾂｼﾀ ｱｽｶ 女子 鹿児島 伊集院中

女子1年 ８００ｍ 75 2066 佐伯 姫織(1) ｻｲｷ ﾋﾖﾘ 女子 鹿児島 SCC

女子1年 ８００ｍ 75 675 牛島 歩咲(1) ｳｼｼﾞﾏ ｱﾕｻ 女子 鹿児島 川内中央中

女子1年 ８００ｍ 75 463 江口 亜美(1) ｴｸﾞﾁ ｱﾐ 女子 鹿児島 大口明光学園中

女子1年 ８００ｍ 75 5114 冨滿 璃愛(1) ﾄﾐﾐﾂ ﾘｱ 女子 宮 崎 小林中

女子1年 ８００ｍ 75 602 黒神 璃菜(1) ｸﾛｶﾐ ﾘﾅ 女子 鹿児島 阿久根中

女子1年 ８００ｍ 75 649 蔵満 結愛(1) ｸﾗﾐﾂ ﾕｱ 女子 鹿児島 鹿屋東中

女子1年 ８００ｍ 75 575 小倉 陽菜(1) ｵｸﾞﾗ ﾋﾅ 女子 鹿児島 国分中

女子1年 ８００ｍ 75 690 西田 光江(1) ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂｴ 女子 鹿児島 東市来中

女子1年 ８００ｍ 75 615 山田島 沙希(1) ﾔﾏﾀﾞｼﾏ ｻｷ 女子 鹿児島 鴨池中

女子1年 ８００ｍ 75 757 酒匂 莉乃(1) ｻｺｳ ﾘﾉ 女子 鹿児島 国分南中

女子1年 ８００ｍ 75 699 國生 紫音(1) ｺｸｼｮｳ ｼﾉ 女子 鹿児島 東谷山中

女子1年 ８００ｍ 75 783 稲森 遥風(1) ｲﾅﾓﾘ ﾊﾙｶ 女子 鹿児島 伊集院中

女子1年 ８００ｍ 75 803 重久 日茉莉(1) ｼｹﾞﾋｻ ﾋﾏﾘ 女子 鹿児島 志布志中

女子1年 ８００ｍ 75 601 黑木 悠那(1) ｸﾛｷ ﾕﾅ 女子 鹿児島 羽島中

女子1年 ８００ｍ 75 694 福田 桃々(1) ﾌｸﾀﾞ ﾓﾓ 女子 鹿児島 東谷山中

女子1年 ８００ｍ 75 858 上川畑 杏花(1) ｶﾐｶﾜﾊﾞﾀ ﾓﾓｶ 女子 鹿児島 谷山北中

女子1年 ８００ｍ 75 860 蒲池 明紅(1) ｶﾏﾁ ﾒｸﾞ 女子 鹿児島 谷山北中

女子1年 ８００ｍ 75 642 田嶋 莉晏(1) ﾀｼﾏ ﾘｱﾝ 女子 鹿児島 高尾野中

女子1年 ８００ｍ 75 574 黒木 心春(1) ｸﾛｷ ｺﾊﾙ 女子 鹿児島 国分中

女子1年 ８００ｍ 75 769 山内 乃綾(1) ﾔﾏｳﾁ ﾉｱ 女子 鹿児島 川内南中

女子1年 ８００ｍ 75 770 鎌田 怜奈(1) ｶﾏﾀ ﾚﾅ 女子 鹿児島 川内南中

女子1年 ８００ｍ 75 802 阿部 ひなた(1) ｱﾍﾞ ﾋﾅﾀ 女子 鹿児島 志布志中

女子1年 ８００ｍ 75 845 石塚 心菜(1) ｲｼﾂﾞｶ ｺｺﾅ 女子 鹿児島 和田中



女子1年 ８００ｍ 75 847 竹原 百香(1) ﾀｹﾊﾗ ﾓﾓｶ 女子 鹿児島 和田中

女子1年 ８００ｍ 75 674 原﨑 七美(1) ﾊﾗｻｷ ﾅﾅﾐ 女子 鹿児島 川内中央中

女子1年 ８００ｍ 75 869 前野 結愛(1) ﾏｴﾉ ﾕｳﾅ 女子 鹿児島 隼人中

女子1年 ８００ｍ 75 868 船迫 瑚菜(1) ﾌﾅｻｺ ｺﾅ 女子 鹿児島 隼人中

女子1年 ８００ｍ 75 837 久保田 美羽(1) ｸﾎﾞﾀ ﾐｳ 女子 鹿児島 鹿屋東中

女子1年 ８００ｍ 75 724 梶原 凛々(1) ｶｼﾞﾊﾗ ﾘﾘ 女子 鹿児島 紫原中

女子1年 ８００ｍ 75 726 花立 妃菜(1) ﾊﾅﾀﾃ ﾋﾅ 女子 鹿児島 紫原中

女子1年 ８００ｍ 75 739 古城 正子(1) ﾌﾙｼﾞｮｳ ﾏｻｺ 女子 鹿児島 出水中

女子1年 ８００ｍ 75 651 中道 彩静(1) ﾅｶﾐﾁ ｱﾔｾ 女子 鹿児島 出水中

女子1年 ８００ｍ 75 855 久保 美月(1) ｸﾎﾞ ﾐﾂﾞｷ 女子 鹿児島 生冠中

女子1年 ８００ｍ 75 657 福迫 青依(1) ﾌｸｻﾞｺ ｱｵｲ 女子 鹿児島 松山中

女子1年 ８００ｍ 75 666 寺地 美咲(1) ﾃﾗﾁ ﾐｻｷ 女子 鹿児島 西紫原中

女子1年 ８００ｍ 75 609 内之宮 由奈(1) ｳﾁﾉﾐﾔ ﾕｳﾅ 女子 鹿児島 加世田中

女子1年 ８００ｍ 75 881 榎並 未玖(1) ｴﾅﾐ ﾐｸ 女子 鹿児島 吉野中

女子1年 ８００ｍ 75 843 福元 結菜(1) ﾌｸﾓﾄ ﾕｲﾅ 女子 鹿児島 吉野中

女子1年 ８００ｍ 75 746 湯田 菜々香(1) ﾕﾀﾞ ﾅﾅｶ 女子 鹿児島 鹿児島玉龍中

女子1年 ８００ｍ 75 780 西村 晴香(1) ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙｶ 女子 鹿児島 坊津学園中

女子1年 ８００ｍ 75 778 岩﨑 日奈(1) ｲﾜｻｷ ﾋﾅ 女子 鹿児島 坊津学園中

女子1年 ８００ｍ 75 747 山形 梨瑚(1) ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｺ 女子 鹿児島 鹿児島玉龍中

女子1年 ８００ｍ 75 712 稲垣 栞吏(1) ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ 女子 鹿児島 甲南中

女子1年 ８００ｍ 75 711 松下 安珠(1) ﾏﾂｼﾀ ｱﾝｼﾞｭ 女子 鹿児島 甲南中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

女子共通 ８００ｍ 134 373 松島 明里(3) ﾏﾂｼﾏ ｱｶﾘ 女子 鹿児島 東市来中

女子共通 ８００ｍ 134 155 永田 侑希(3) ﾅｶﾞﾀ ﾕｷ 女子 鹿児島 笠利中

女子共通 ８００ｍ 134 565 永吉 悠倭(3) ﾅｶﾞﾖｼ ﾕｳﾜ 女子 鹿児島 松元中

女子共通 ８００ｍ 134 51 新屋 美優(3) ｼﾝﾔ ﾐﾕ 女子 鹿児島 志布志中

女子共通 ８００ｍ 134 386 中尾 玲乃(3) ﾅｶｵ ﾚﾉﾝ 女子 鹿児島 大隅中

女子共通 ８００ｍ 134 403 西 愛瑠(2) ﾆｼ ｱｲﾙ 女子 鹿児島 鴨池中

女子共通 ８００ｍ 134 400 野添 真生(3) ﾉｿﾞｴ ﾏｵ 女子 鹿児島 鴨池中

女子共通 ８００ｍ 134 3472 田中 優衣(2) ﾀﾅｶ ﾕｲ 女子 宮 崎 宮崎大淀中

女子共通 ８００ｍ 134 14 中川 千裕(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ 女子 鹿児島 東谷山中

女子共通 ８００ｍ 134 377 西本 穂乃香(3) ﾆｼﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 鹿児島 米ノ津中

女子共通 ８００ｍ 134 355 大山 藍(2) ｵｵﾔﾏ ｱｲ 女子 鹿児島 南中

女子共通 ８００ｍ 134 472 西川 歩夏(3) ﾆｼｶﾜ ｱﾕｶ 女子 鹿児島 舞鶴中

女子共通 ８００ｍ 134 212 駒路 ひかる(3) ｺﾏｼﾞ ﾋｶﾙ 女子 鹿児島 第一鹿屋中

女子共通 ８００ｍ 134 2045 有村 美桜(3) ｱﾘﾑﾗ ﾐｵ 女子 鹿児島 SCC

女子共通 ８００ｍ 134 2020 上野 優月(3) ｳｴﾉ ﾕﾂﾞｷ 女子 鹿児島 阿久根陸上

女子共通 ８００ｍ 134 230 楠田 ほなみ(3) ｸｽﾀﾞ ﾎﾅﾐ 女子 鹿児島 阿久根中

女子共通 ８００ｍ 134 173 宮野 優海(3) ﾐﾔﾉ ﾕｳﾐ 女子 鹿児島 高尾野中

女子共通 ８００ｍ 134 113 永吉 愛佳(2) ﾅｶﾞﾖｼ ﾏﾅｶ 女子 鹿児島 西紫原中

女子共通 ８００ｍ 134 158 藤元 あみ(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾐ 女子 鹿児島 城西中

女子共通 ８００ｍ 134 461 山脇 美海(3) ﾔﾏﾜｷ ﾐﾐ 女子 鹿児島 大口明光学園中

女子共通 ８００ｍ 134 556 下前 咲陽佳(3) ｼﾓﾏｴ ｻﾔｶ 女子 鹿児島 万世中

女子共通 ８００ｍ 134 222 大久保 陽果(3) ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙｶ 女子 鹿児島 谷山中

女子共通 ８００ｍ 134 2014 徳重 花恋(2) ﾄｸｼｹﾞ ｶﾚﾝ 女子 鹿児島 鹿児島陸協

女子共通 ８００ｍ 134 331 村永 唯衣(2) ﾑﾗﾅｶﾞ ﾕｲ 女子 鹿児島 知覧中

女子共通 ８００ｍ 134 88 吉富 実結(2) ﾖｼﾄﾐ ﾐﾕｳ 女子 鹿児島 重富中

女子共通 ８００ｍ 134 112 森 あおい(2) ﾓﾘ ｱｵｲ 女子 鹿児島 西紫原中

女子共通 ８００ｍ 134 6505 城村 瑞穂(2) ｼﾞｮｳﾑﾗ ﾐｽﾞﾎ 女子 宮 崎 都城西中

女子共通 ８００ｍ 134 701 大脇 蒼彩(2) ｵｵﾜｷ ｱｵｲ 女子 鹿児島 南種子中

女子共通 ８００ｍ 134 295 東 咲希(3) ﾋｶﾞｼ ｻｷ 女子 鹿児島 川内北中

女子共通 ８００ｍ 134 72 小山田 恵莉(3) ｵﾔﾏﾀﾞ ｴﾘ 女子 鹿児島 種子島中

女子共通 ８００ｍ 134 451 松元 咲樹(2) ﾏﾂﾓﾄ ｻｷ 女子 鹿児島 紫原中



女子共通 ８００ｍ 134 182 中村 華(3) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 女子 鹿児島 桜丘中

女子共通 ８００ｍ 134 2048 櫻井 ひなた(2) ｻｸﾗｲ ﾋﾅﾀ 女子 鹿児島 SCC

女子共通 ８００ｍ 134 702 大脇 美空(2) ｵｵﾜｷ ｿﾗ 女子 鹿児島 南種子中

女子共通 ８００ｍ 134 85 新垣 百音(2) ｼﾝｶﾞｷ ﾓﾈ 女子 鹿児島 重富中

女子共通 ８００ｍ 134 129 五反田 絵里香(2) ｺﾞﾀﾝﾀﾞ ｴﾘｶ 女子 鹿児島 川辺中

女子共通 ８００ｍ 134 384 切通 朋香(2) ｷﾘﾄｵｼ ﾄﾓｶ 女子 鹿児島 大川内中

女子共通 ８００ｍ 134 385 池畑 光姫(2) ｲｹﾊﾀ ﾐﾂｷ 女子 鹿児島 大川内中

女子共通 ８００ｍ 134 830 中田 琴華(2) ﾅｶﾀﾞ ｺﾄｶ 女子 鹿児島 和泊中

女子共通 ８００ｍ 134 470 前田 梨沙(2) ﾏｴﾀﾞ ﾘｻ 女子 鹿児島 武岡中

女子共通 ８００ｍ 134 468 山下 花蓮(2) ﾔﾏｼﾀ ｶﾚﾝ 女子 鹿児島 天保山中

女子共通 ８００ｍ 134 469 前里 花鈴(2) ﾏｴｻﾄ ｶﾘﾝ 女子 鹿児島 天保山中

女子共通 ８００ｍ 134 152 山本 穂香(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 鹿児島 和田中

女子共通 ８００ｍ 134 278 下伊倉 彩花(3) ｼﾓｲｸﾗ ｱﾔｶ 女子 鹿児島 鹿屋中

女子共通 ８００ｍ 134 237 上野 凛(3) ｳｴﾉ ﾘﾝ 女子 鹿児島 朝日中

女子共通 ８００ｍ 134 2067 大山 穂乃花(3) ｵｵﾔﾏ ﾎﾉｶ 女子 鹿児島 奄美SRC

女子共通 ８００ｍ 134 346 福岡 来実(3) ﾌｸｵｶ ｸﾙﾐ 女子 鹿児島 菱刈中

女子共通 ８００ｍ 134 225 後庵 麻由香(3) ｺﾞｱﾝ ﾏﾕｶ 女子 鹿児島 谷山中

女子共通 ８００ｍ 134 178 中尾 華倫(2) ﾅｶｵ ｶﾘﾝ 女子 鹿児島 高尾野中

女子共通 ８００ｍ 134 447 有馬 栞那(2) ｱﾘﾏ ｶﾝﾅ 女子 鹿児島 紫原中

女子共通 ８００ｍ 134 142 地主園 いちか(2) ﾁﾞﾇｼｿﾞﾉ ｲﾁｶ 女子 鹿児島 末吉中

女子共通 ８００ｍ 134 439 豊重 鈴(3) ﾄﾖｼｹﾞ ﾘｵ 女子 鹿児島 吾平中

女子共通 ８００ｍ 134 168 山田 幸奈(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ 女子 鹿児島 日当山中

女子共通 ８００ｍ 134 146 染川 紗弥香(3) ｿﾒｶﾜ ｻﾔｶ 女子 鹿児島 和田中

女子共通 ８００ｍ 134 396 古川 千暖(2) ﾌﾙｶﾜ ﾁﾊﾙ 女子 鹿児島 鹿児島玉龍中

女子共通 ８００ｍ 134 502 早瀬 葵(2) ﾊﾔｾ ｱｵｲ 女子 鹿児島 伊集院中

女子共通 ８００ｍ 134 555 篠原 かなみ(3) ｼﾉﾊﾗ ｶﾅﾐ 女子 鹿児島 万世中

女子共通 ８００ｍ 134 137 内倉 咲玖良(3) ｳﾁｸﾗ ｻｸﾗ 女子 鹿児島 波野中

女子共通 ８００ｍ 134 250 折尾 茉耶(2) ｵﾘｵ ﾏﾔ 女子 鹿児島 頴娃中

女子共通 ８００ｍ 134 368 野嶽 樹李(2) ﾉﾀﾞｹ ｼﾞｭﾘ 女子 鹿児島 吉野東中

女子共通 ８００ｍ 134 256 折尾 志帆(2) ｵﾘｵ ｼﾎ 女子 鹿児島 頴娃中

女子共通 ８００ｍ 134 3462 松本 七海(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅﾐ 女子 宮 崎 宮崎大淀中

女子共通 ８００ｍ 134 4 弓指 菜穂(3) ﾕﾐｻｼ ﾅﾎ 女子 鹿児島 国分南中

女子共通 ８００ｍ 134 416 沖田 萌々(3) ｵｷﾀ ﾓﾓ 女子 鹿児島 宮之城中

女子共通 ８００ｍ 134 3 時任 桜子(3) ﾄｷﾄｳ ｻｸﾗｺ 女子 鹿児島 国分南中

女子共通 ８００ｍ 134 316 野村 希咲(3) ﾉﾑﾗ ｷｻｷ 女子 鹿児島 帖佐中

女子共通 ８００ｍ 134 28 本坊 あこ(2) ﾎﾝﾎﾞｳ ｱｺ 女子 鹿児島 東谷山中

女子共通 ８００ｍ 134 335 平田 真都(3) ﾋﾗﾀ ﾏｺﾄ 女子 鹿児島 隼人中

女子共通 ８００ｍ 134 50 吉村 唯花(2) ﾖｼﾑﾗ ﾕｲｶ 女子 鹿児島 国分中

女子共通 ８００ｍ 134 5110 田中 莉乃(3) ﾀﾅｶ ﾘﾉ 女子 宮 崎 小林中

女子共通 ８００ｍ 134 30 岡﨑 美波(2) ｵｶｻﾞｷ ﾐﾅﾐ 女子 鹿児島 宇都中

女子共通 ８００ｍ 134 369 ⾧谷川 凜佳(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾝｶ 女子 鹿児島 吉野東中

女子共通 ８００ｍ 134 332 西郷 優花(3) ｻｲｺﾞｳ ﾕｶ 女子 鹿児島 隼人中

女子共通 ８００ｍ 134 326 濵田 結羽(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳ 女子 鹿児島 帖佐中

女子共通 ８００ｍ 134 31 谷山 愛彩(2) ﾀﾆﾔﾏ ｱﾔ 女子 鹿児島 宇都中

女子共通 ８００ｍ 134 187 堀 奈那美(2) ﾎﾘ ﾅﾅﾐ 女子 鹿児島 桜丘中

女子共通 ８００ｍ 134 290 鍜治屋 朋華(3) ｶｼﾞﾔ ﾎﾉｶ 女子 鹿児島 生冠中

女子共通 ８００ｍ 134 55 大河内 碧彩(2) ｵｵｺｳﾁ ｱｵｲ 女子 鹿児島 志布志中

女子共通 ８００ｍ 134 67 姶良 怜花(2) ｱｲﾗ ﾚｲｶ 女子 鹿児島 鹿大附属中

女子共通 ８００ｍ 134 514 村川 心萌(2) ﾑﾗｶﾜ ｺｺﾓ 女子 鹿児島 鹿屋東中

女子共通 ８００ｍ 134 415 住友 琴音(3) ｽﾐﾄﾓ ｺﾄﾈ 女子 鹿児島 宮之城中

女子共通 ８００ｍ 134 376 川路 由真(2) ｶﾜｼﾞ ﾕﾏ 女子 鹿児島 東市来中

女子共通 ８００ｍ 134 73 川原 悠(3) ｶﾜﾊﾗ ﾕｳ 女子 鹿児島 種子島中

女子共通 ８００ｍ 134 6507 坂元 美咲(2) ｻｶﾓﾄ ﾐｻｷ 女子 宮 崎 都城西中

女子共通 ８００ｍ 134 503 坂上 望心(2) ｻｶｳｴ ﾉｱ 女子 鹿児島 伊集院中



女子共通 ８００ｍ 134 349 二渡 七海(2) ﾌﾀﾜﾀﾘ ﾅﾅﾐ 女子 鹿児島 菱刈中

女子共通 ８００ｍ 134 774 山元 羽夏(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅ 女子 鹿児島 中種子中

女子共通 ８００ｍ 134 117 山下 莉都(3) ﾔﾏｼﾀ ﾘﾂ 女子 鹿児島 川内中央中

女子共通 ８００ｍ 134 63 原田 望恵(3) ﾊﾗﾀﾞ ﾉｴ 女子 鹿児島 鹿大附属中

女子共通 ８００ｍ 134 232 田畑 舞(3) ﾀﾊﾞﾀ ﾏｲ 女子 鹿児島 阿久根中

女子共通 ８００ｍ 134 476 小山 綾乃(2) ｺﾔﾏ ｱﾔﾉ 女子 鹿児島 舞鶴中

女子共通 ８００ｍ 134 102 中道 紗彩(2) ﾅｶﾐﾁ ｻｱﾔ 女子 鹿児島 出水中

女子共通 ８００ｍ 134 296 辻 彩音(3) ﾂｼﾞ ｱﾔﾈ 女子 鹿児島 川内北中

女子共通 ８００ｍ 134 99 千々岩 陽菜(2) ﾁﾁﾞｲﾜ ﾋﾅ 女子 鹿児島 出水中

女子共通 ８００ｍ 134 525 川添 桃香(2) ｶﾜｿﾞｴ ﾓﾓｶ 女子 鹿児島 伊集院北中

女子共通 ８００ｍ 134 281 先田 希望(2) ｻｷﾀ ﾉｿﾞﾐ 女子 鹿児島 皇徳寺中

女子共通 ８００ｍ 134 773 牧瀬 日茉利(3) ﾏｷｾ ﾋﾏﾘ 女子 鹿児島 中種子中

女子共通 ８００ｍ 134 406 下曽山 夢空(2) ｼﾓｿﾔﾏ ﾕﾗ 女子 鹿児島 川内南中

女子共通 ８００ｍ 134 408 大迫 美丸(2) ｵｵｻｺ ﾐﾏﾙ 女子 鹿児島 野田中

女子共通 ８００ｍ 134 40 久米村 歩香(3) ｸﾒﾑﾗ ﾎﾉｶ 女子 鹿児島 国分中

女子共通 ８００ｍ 134 5107 小野 舞花(2) ｵﾉ ﾏｲｶ 女子 宮 崎 小林中

女子共通 ８００ｍ 134 194 井上 結賀(2) ｲﾉｳｴ ﾕｳｶ 女子 鹿児島 川内南中

女子共通 ８００ｍ 134 260 宇治野 奈桜(3) ｳｼﾞﾉ ﾅｵ 女子 鹿児島 加世田中

女子共通 ８００ｍ 134 426 石田 幸(3) ｲｼﾀﾞ ﾕｷ 女子 鹿児島 横川中

女子共通 ８００ｍ 134 428 鯵坂 しずか(2) ｱｼﾞｻｶ ｼｽﾞｶ 女子 鹿児島 横川中

女子共通 ８００ｍ 134 128 大山 さゆり(2) ｵｵﾔﾏ ｻﾕﾘ 女子 鹿児島 川辺中

女子共通 ８００ｍ 134 122 江口 玲乃音(2) ｴｸﾞﾁ ﾚﾉﾝ 女子 鹿児島 川内中央中

女子共通 ８００ｍ 134 388 村山 世莉奈(3) ﾑﾗﾔﾏ ｾﾘﾅ 女子 鹿児島 大隅中

女子共通 ８００ｍ 134 207 永田 優依(2) ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ 女子 鹿児島 大口中央中

女子共通 ８００ｍ 134 240 山下 優美(2) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾐ 女子 鹿児島 朝日中

女子共通 ８００ｍ 134 209 西屋敷 怜那(2) ﾆｼﾔｼｷ ﾚﾅ 女子 鹿児島 大口中央中

女子共通 ８００ｍ 134 471 野呂 聖葵(2) ﾉﾛ ｷﾖﾗ 女子 鹿児島 武岡中

女子共通 ８００ｍ 134 3413 上田 春菜(2) ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾅ 女子 宮 崎 宮崎西中

女子共通 ８００ｍ 134 515 福留 陽莉(2) ﾌｸﾄﾞﾒ ﾋﾖﾘ 女子 鹿児島 鹿屋東中

女子共通 ８００ｍ 134 134 森岡 光彩(2) ﾓﾘｵｶ ﾋｶﾘ 女子 鹿児島 大崎中

女子共通 ８００ｍ 134 535 田代 杏海(3) ﾀｼﾛ ｱﾐ 女子 鹿児島 星峯中

女子共通 ８００ｍ 134 536 牧 さくら(3) ﾏｷ ｻｸﾗ 女子 鹿児島 星峯中

女子共通 ８００ｍ 134 217 熊本 里菜(2) ｸﾏﾓﾄ ﾘﾅ 女子 鹿児島 第一鹿屋中

女子共通 ８００ｍ 134 490 草ノ瀬 愛依(3) ｸｻﾉｾ ｱｲ 女子 鹿児島 松山中

女子共通 ８００ｍ 134 568 楠本 咲綺(2) ｸｽﾓﾄ ｻｷ 女子 鹿児島 松元中

女子共通 ８００ｍ 134 412 上村 綾(2) ｳｴﾑﾗ ｱﾔ 女子 鹿児島 松山中

女子共通 ８００ｍ 134 530 室屋 愛(2) ﾑﾛﾔ ｱｲ 女子 鹿児島 伊集院北中

女子共通 ８００ｍ 134 791 湯田 瑠夏(1) ﾕﾀﾞ ﾙﾅ 女子 鹿児島 知覧中

女子共通 ８００ｍ 134 2041 坂上 桜子(3) ｻｶｳｴ ｻｸﾗｺ 女子 鹿児島 ISC

女子共通 ８００ｍ 134 291 東 結花(3) ﾋｶﾞｼ ﾕｲｶ 女子 鹿児島 生冠中

女子共通 ８００ｍ 134 429 中島 陽(3) ﾅｶｼﾏ ﾊﾙ 女子 鹿児島 吉野中

女子共通 ８００ｍ 134 430 池堂 明日美(2) ｲｹﾄﾞｳ ｱｽﾐ 女子 鹿児島 吉野中

女子共通 ８００ｍ 134 131 胡摩 愛深(2) ｺﾞﾏ ﾏﾅﾐ 女子 鹿児島 大崎中

女子共通 ８００ｍ 134 279 今西 結愛(3) ｲﾏﾆｼ ﾕｱ 女子 鹿児島 皇徳寺中

女子共通 ８００ｍ 134 861 森元 曖心(1) ﾓﾘﾓﾄ ｱｲﾐ 女子 鹿児島 谷山北中

女子共通 ８００ｍ 134 856 山内 美香(1) ﾔﾏｳﾁ ﾐｶ 女子 鹿児島 谷山北中

女子共通 ８００ｍ 134 259 西 莉里奈(3) ﾆｼ ﾘﾘﾅ 女子 鹿児島 加世田中

女子共通 ８００ｍ 134 107 鉾之原 凛花(2) ﾎｺﾉﾊﾗ ﾘﾝｶ 女子 鹿児島 上市来中

女子共通 ８００ｍ 134 638 内園 晴波(2) ｳﾁｿﾞﾉ ｾﾅ 女子 鹿児島 甲東中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

女子共通 １５００ｍ 113 6535 坂元 里江(3) ｻｶﾓﾄ ﾘｴ 女子 宮 崎 都城西中

女子共通 １５００ｍ 113 155 永田 侑希(3) ﾅｶﾞﾀ ﾕｷ 女子 鹿児島 笠利中

女子共通 １５００ｍ 113 565 永吉 悠倭(3) ﾅｶﾞﾖｼ ﾕｳﾜ 女子 鹿児島 松元中



女子共通 １５００ｍ 113 386 中尾 玲乃(3) ﾅｶｵ ﾚﾉﾝ 女子 鹿児島 大隅中

女子共通 １５００ｍ 113 3472 田中 優衣(2) ﾀﾅｶ ﾕｲ 女子 宮 崎 宮崎大淀中

女子共通 １５００ｍ 113 14 中川 千裕(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ 女子 鹿児島 東谷山中

女子共通 １５００ｍ 113 377 西本 穂乃香(3) ﾆｼﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 鹿児島 米ノ津中

女子共通 １５００ｍ 113 355 大山 藍(2) ｵｵﾔﾏ ｱｲ 女子 鹿児島 南中

女子共通 １５００ｍ 113 472 西川 歩夏(3) ﾆｼｶﾜ ｱﾕｶ 女子 鹿児島 舞鶴中

女子共通 １５００ｍ 113 212 駒路 ひかる(3) ｺﾏｼﾞ ﾋｶﾙ 女子 鹿児島 第一鹿屋中

女子共通 １５００ｍ 113 2045 有村 美桜(3) ｱﾘﾑﾗ ﾐｵ 女子 鹿児島 SCC

女子共通 １５００ｍ 113 2020 上野 優月(3) ｳｴﾉ ﾕﾂﾞｷ 女子 鹿児島 阿久根陸上

女子共通 １５００ｍ 113 230 楠田 ほなみ(3) ｸｽﾀﾞ ﾎﾅﾐ 女子 鹿児島 阿久根中

女子共通 １５００ｍ 113 2017 上 環(1) ｶﾐ ﾀﾏｷ 女子 鹿児島 蒲生スピードランナー

女子共通 １５００ｍ 113 173 宮野 優海(3) ﾐﾔﾉ ﾕｳﾐ 女子 鹿児島 高尾野中

女子共通 １５００ｍ 113 113 永吉 愛佳(2) ﾅｶﾞﾖｼ ﾏﾅｶ 女子 鹿児島 西紫原中

女子共通 １５００ｍ 113 158 藤元 あみ(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾐ 女子 鹿児島 城西中

女子共通 １５００ｍ 113 461 山脇 美海(3) ﾔﾏﾜｷ ﾐﾐ 女子 鹿児島 大口明光学園中

女子共通 １５００ｍ 113 556 下前 咲陽佳(3) ｼﾓﾏｴ ｻﾔｶ 女子 鹿児島 万世中

女子共通 １５００ｍ 113 54 山下 まい(3) ﾔﾏｼﾀ ﾏｲ 女子 鹿児島 志布志中

女子共通 １５００ｍ 113 222 大久保 陽果(3) ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙｶ 女子 鹿児島 谷山中

女子共通 １５００ｍ 113 2014 徳重 花恋(2) ﾄｸｼｹﾞ ｶﾚﾝ 女子 鹿児島 鹿児島陸協

女子共通 １５００ｍ 113 331 村永 唯衣(2) ﾑﾗﾅｶﾞ ﾕｲ 女子 鹿児島 知覧中

女子共通 １５００ｍ 113 88 吉富 実結(2) ﾖｼﾄﾐ ﾐﾕｳ 女子 鹿児島 重富中

女子共通 １５００ｍ 113 112 森 あおい(2) ﾓﾘ ｱｵｲ 女子 鹿児島 西紫原中

女子共通 １５００ｍ 113 6505 城村 瑞穂(2) ｼﾞｮｳﾑﾗ ﾐｽﾞﾎ 女子 宮 崎 都城西中

女子共通 １５００ｍ 113 701 大脇 蒼彩(2) ｵｵﾜｷ ｱｵｲ 女子 鹿児島 南種子中

女子共通 １５００ｍ 113 295 東 咲希(3) ﾋｶﾞｼ ｻｷ 女子 鹿児島 川内北中

女子共通 １５００ｍ 113 72 小山田 恵莉(3) ｵﾔﾏﾀﾞ ｴﾘ 女子 鹿児島 種子島中

女子共通 １５００ｍ 113 451 松元 咲樹(2) ﾏﾂﾓﾄ ｻｷ 女子 鹿児島 紫原中

女子共通 １５００ｍ 113 182 中村 華(3) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 女子 鹿児島 桜丘中

女子共通 １５００ｍ 113 2068 東 倖羽(1) ｱｽﾞﾏ ｺｳ 女子 鹿児島 奄美SRC

女子共通 １５００ｍ 113 2048 櫻井 ひなた(2) ｻｸﾗｲ ﾋﾅﾀ 女子 鹿児島 SCC

女子共通 １５００ｍ 113 702 大脇 美空(2) ｵｵﾜｷ ｿﾗ 女子 鹿児島 南種子中

女子共通 １５００ｍ 113 85 新垣 百音(2) ｼﾝｶﾞｷ ﾓﾈ 女子 鹿児島 重富中

女子共通 １５００ｍ 113 129 五反田 絵里香(2) ｺﾞﾀﾝﾀﾞ ｴﾘｶ 女子 鹿児島 川辺中

女子共通 １５００ｍ 113 384 切通 朋香(2) ｷﾘﾄｵｼ ﾄﾓｶ 女子 鹿児島 大川内中

女子共通 １５００ｍ 113 385 池畑 光姫(2) ｲｹﾊﾀ ﾐﾂｷ 女子 鹿児島 大川内中

女子共通 １５００ｍ 113 830 中田 琴華(2) ﾅｶﾀﾞ ｺﾄｶ 女子 鹿児島 和泊中

女子共通 １５００ｍ 113 470 前田 梨沙(2) ﾏｴﾀﾞ ﾘｻ 女子 鹿児島 武岡中

女子共通 １５００ｍ 113 468 山下 花蓮(2) ﾔﾏｼﾀ ｶﾚﾝ 女子 鹿児島 天保山中

女子共通 １５００ｍ 113 469 前里 花鈴(2) ﾏｴｻﾄ ｶﾘﾝ 女子 鹿児島 天保山中

女子共通 １５００ｍ 113 312 藤元 翼(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 女子 鹿児島 谷山北中

女子共通 １５００ｍ 113 152 山本 穂香(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 鹿児島 和田中

女子共通 １５００ｍ 113 278 下伊倉 彩花(3) ｼﾓｲｸﾗ ｱﾔｶ 女子 鹿児島 鹿屋中

女子共通 １５００ｍ 113 237 上野 凛(3) ｳｴﾉ ﾘﾝ 女子 鹿児島 朝日中

女子共通 １５００ｍ 113 2067 大山 穂乃花(3) ｵｵﾔﾏ ﾎﾉｶ 女子 鹿児島 奄美SRC

女子共通 １５００ｍ 113 346 福岡 来実(3) ﾌｸｵｶ ｸﾙﾐ 女子 鹿児島 菱刈中

女子共通 １５００ｍ 113 225 後庵 麻由香(3) ｺﾞｱﾝ ﾏﾕｶ 女子 鹿児島 谷山中

女子共通 １５００ｍ 113 178 中尾 華倫(2) ﾅｶｵ ｶﾘﾝ 女子 鹿児島 高尾野中

女子共通 １５００ｍ 113 313 有馬 詞実(2) ｱﾘﾏ ﾂｸﾞﾐ 女子 鹿児島 谷山北中

女子共通 １５００ｍ 113 447 有馬 栞那(2) ｱﾘﾏ ｶﾝﾅ 女子 鹿児島 紫原中

女子共通 １５００ｍ 113 142 地主園 いちか(2) ﾁﾞﾇｼｿﾞﾉ ｲﾁｶ 女子 鹿児島 末吉中

女子共通 １５００ｍ 113 439 豊重 鈴(3) ﾄﾖｼｹﾞ ﾘｵ 女子 鹿児島 吾平中

女子共通 １５００ｍ 113 168 山田 幸奈(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ 女子 鹿児島 日当山中

女子共通 １５００ｍ 113 146 染川 紗弥香(3) ｿﾒｶﾜ ｻﾔｶ 女子 鹿児島 和田中

女子共通 １５００ｍ 113 71 山中 智花(3) ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｶ 女子 鹿児島 種子島中



女子共通 １５００ｍ 113 364 橋元 瑠衣(3) ﾊｼﾓﾄ ﾙｲ 女子 鹿児島 吉野東中

女子共通 １５００ｍ 113 390 岩切 環希(3) ｲﾜｷﾘ ﾀﾏｷ 女子 鹿児島 鹿児島玉龍中

女子共通 １５００ｍ 113 372 小園 怜華(3) ｺｿﾞﾉ ﾚｲｶ 女子 鹿児島 東市来中

女子共通 １５００ｍ 113 321 蓑毛 愛子(2) ﾐﾉﾓ ｱｲｺ 女子 鹿児島 帖佐中

女子共通 １５００ｍ 113 5106 桑水流 彩香(3) ｸﾜｽﾞﾙ ｱﾔｶ 女子 宮 崎 小林中

女子共通 １５００ｍ 113 3463 宮原 月渚(3) ﾐﾔﾊﾗ ﾙﾅ 女子 宮 崎 宮崎大淀中

女子共通 １５００ｍ 113 204 坂口 日菜子(3) ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾅｺ 女子 鹿児島 大口中央中

女子共通 １５００ｍ 113 263 二宮 菜々子(3) ﾆﾉﾐﾔ ﾅﾅｺ 女子 鹿児島 加世田中

女子共通 １５００ｍ 113 12 有里 純菜(3) ｱﾘｻﾄ ｼﾞｭﾝﾅ 女子 鹿児島 東谷山中

女子共通 １５００ｍ 113 505 山内 蘭(2) ﾔﾏｳﾁ ﾗﾝ 女子 鹿児島 伊集院中

女子共通 １５００ｍ 113 29 谷口 莉央(3) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｵ 女子 鹿児島 宇都中

女子共通 １５００ｍ 113 7 東 恭花(3) ﾋｶﾞｼ ｷｮｳｶ 女子 鹿児島 国分南中

女子共通 １５００ｍ 113 94 宮木 優和(3) ﾐﾔｷ ﾕｳﾅ 女子 鹿児島 出水中

女子共通 １５００ｍ 113 380 松本 あかね(3) ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾈ 女子 鹿児島 米ノ津中

女子共通 １５００ｍ 113 53 中山 祐季(3) ﾅｶﾔﾏ ﾕｷ 女子 鹿児島 志布志中

女子共通 １５００ｍ 113 100 山下 奈々(2) ﾔﾏｼﾀ ﾅﾅ 女子 鹿児島 出水中

女子共通 １５００ｍ 113 267 宮内 結愛(2) ﾐﾔｳﾁ ﾕｱ 女子 鹿児島 加世田中

女子共通 １５００ｍ 113 192 森 紫乃(3) ﾓﾘ ｼﾉ 女子 鹿児島 川内南中

女子共通 １５００ｍ 113 5121 福留 優月(2) ﾌｸﾄﾞﾒ ﾕﾂｷ 女子 宮 崎 小林中

女子共通 １５００ｍ 113 338 横村 日花里(2) ﾖｺﾑﾗ ﾋｶﾘ 女子 鹿児島 隼人中

女子共通 １５００ｍ 113 501 濱田 美心(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾐｺ 女子 鹿児島 伊集院中

女子共通 １５００ｍ 113 5 井田 幸(3) ｲﾀﾞ ﾐﾕｷ 女子 鹿児島 国分南中

女子共通 １５００ｍ 113 686 塚田 和花(3) ﾂｶﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ 女子 鹿児島 中種子中

女子共通 １５００ｍ 113 425 西田 天迦(3) ﾆｼﾀ ﾃﾝｶ 女子 鹿児島 宮之城中

女子共通 １５００ｍ 113 2007 永菅 心咲(2) ﾅｶﾞｽｶﾞ ﾐｻｷ 女子 鹿児島 鹿児島Jr

女子共通 １５００ｍ 113 287 橋元 佑月(3) ﾊｼﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ 女子 鹿児島 桜山中

女子共通 １５００ｍ 113 826 平野 愛莉(1) ﾋﾗﾉ ｱｲﾘ 女子 鹿児島 松元中

女子共通 １５００ｍ 113 485 田村 玲梨(2) ﾀﾑﾗ ﾚｲﾗ 女子 鹿児島 舞鶴中

女子共通 １５００ｍ 113 160 池田 詩(3) ｲｹﾀﾞ ｳﾀ 女子 鹿児島 城西中

女子共通 １５００ｍ 113 336 丹羽 葵(3) ﾆﾜ ｱｵｲ 女子 鹿児島 隼人中

女子共通 １５００ｍ 113 419 小川 歩加(3) ｵｶﾞﾜ ﾎﾉｶ 女子 鹿児島 宮之城中

女子共通 １５００ｍ 113 193 和田 由貴(3) ﾜﾀﾞ ﾕｳｷ 女子 鹿児島 川内南中

女子共通 １５００ｍ 113 433 福留 愛菜(3) ﾌｸﾄﾞﾒ ｱｲﾅ 女子 鹿児島 吉野中

女子共通 １５００ｍ 113 687 浦口 美月(3) ｳﾗｸﾞﾁ ﾐﾂｷ 女子 鹿児島 中種子中

女子共通 １５００ｍ 113 114 大園 華音(3) ｵｵｿﾞﾉ ｶﾉﾝ 女子 鹿児島 川内中央中

女子共通 １５００ｍ 113 208 川原 咲綺(2) ｶﾜﾊﾗ ｻｷ 女子 鹿児島 大口中央中

女子共通 １５００ｍ 113 186 九万田 るり(2) ｸﾏﾝﾀﾞ ﾙﾘ 女子 鹿児島 桜丘中

女子共通 １５００ｍ 113 2062 川畑 由希(2) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｷ 女子 鹿児島 いぶすきスポーツクラ

女子共通 １５００ｍ 113 309 甲斐 珠愛(2) ｶｲ ﾐﾅ 女子 鹿児島 川内北中

女子共通 １５００ｍ 113 512 黒木 新菜(2) ｸﾛｷ ﾆｲﾅ 女子 鹿児島 鹿屋東中

女子共通 １５００ｍ 113 513 黒木 鈴菜(2) ｸﾛｷ ﾚｲﾅ 女子 鹿児島 鹿屋東中

女子共通 １５００ｍ 113 120 松元 優歩(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾎ 女子 鹿児島 川内中央中

女子共通 １５００ｍ 113 561 松﨑 泉(2) ﾏﾂｻｷ ｲｽﾞﾐ 女子 鹿児島 万世中

女子共通 １５００ｍ 113 427 原口 いちか(3) ﾊﾗｸﾞﾁ ｲﾁｶ 女子 鹿児島 横川中

女子共通 １５００ｍ 113 39 金丸 藍香(3) ｶﾈﾏﾙ ｱｲｶ 女子 鹿児島 国分中

女子共通 １５００ｍ 113 126 瀧山 美緒(3) ﾀｷﾔﾏ ﾐｵ 女子 鹿児島 川辺中

女子共通 １５００ｍ 113 348 福岡 実咲(3) ﾌｸｵｶ ﾐｻｷ 女子 鹿児島 菱刈中

女子共通 １５００ｍ 113 414 山下 はな(2) ﾔﾏｼﾀ ﾊﾅ 女子 鹿児島 松山中

女子共通 １５００ｍ 113 614 稲留 さと(1) ｲﾅﾄﾞﾒ ｻﾄ 女子 鹿児島 鴨池中

女子共通 １５００ｍ 113 616 田下 陽奈(1) ﾀｼﾀ ﾋﾅ 女子 鹿児島 鴨池中

女子共通 １５００ｍ 113 821 竹内 聡子(1) ﾀｹｳﾁ ｻﾄｺ 女子 鹿児島 帖佐中

女子共通 １５００ｍ 113 363 七搦 かりん(3) ﾅﾅｶﾗｹﾞ ｶﾘﾝ 女子 鹿児島 吉野東中

女子共通 １５００ｍ 113 38 黒瀬 りんか(3) ｸﾛｾ ﾘﾝｶ 女子 鹿児島 国分中

女子共通 １５００ｍ 113 387 中迫 優香(3) ﾁｭｳｻﾞｺ ﾕｳｶ 女子 鹿児島 大隅中



女子共通 １５００ｍ 113 65 潟上 実麗(2) ｶﾞﾀｳｴ ﾐﾙﾓ 女子 鹿児島 鹿大附属中

女子共通 １５００ｍ 113 715 西山 由花(1) ﾆｼﾔﾏ ﾕﾊﾅ 女子 鹿児島 甲南中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 84 櫻木 香月(2) ｻｸﾗｷﾞ ｶﾂｷ 女子 鹿児島 重富中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 448 大山 結彩(2) ｵｵﾔﾏ ﾕｱ 女子 鹿児島 紫原中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 127 荒井 柚葉(2) ｱﾗｲ ﾕｽﾞﾊ 女子 鹿児島 川辺中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 682 河上 そら(1) ｶﾜｶﾐ ｿﾗ 女子 鹿児島 大口中央中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 767 寶田 乃音(1) ﾎｳﾀ ﾉﾝ 女子 鹿児島 末吉中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 580 半田 一巴(1) ﾊﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾊ 女子 鹿児島 大口中央中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 161 滿園 彩可(2) ﾐﾂｿﾞﾉ ｱﾔｶ 女子 鹿児島 城西中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 745 鶴野 ゆいか(1) ﾂﾙﾉ ﾕｲｶ 女子 鹿児島 大崎中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 163 柳田 陽香(2) ﾔﾅｷﾞﾀ ﾊﾙｶ 女子 鹿児島 城西中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 252 三宅 咲菜(2) ﾐﾔｹ ｻｷﾅ 女子 鹿児島 頴娃中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 3411 串間 彩加(2) ｸｼﾏ ｻｲｶ 女子 宮 崎 宮崎西中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 249 信太 葵(2) ｼﾀﾞ ｱｵｲ 女子 鹿児島 頴娃中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 111 有川 実花(2) ｱﾘｶﾜ ﾐｶ 女子 鹿児島 西紫原中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 603 花田 美優(1) ﾊﾅﾀﾞ ﾐﾕｳ 女子 鹿児島 阿久根中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 2005 春田 花梨(2) ﾊﾙﾀ ｶﾘﾝ 女子 鹿児島 鹿児島Jr

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 10 中西 菜々美(2) ﾅｶﾆｼ ﾅﾅﾐ 女子 鹿児島 国分南中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 589 井上 ハルカ(1) ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ 女子 鹿児島 国分南中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 874 濱田 結衣(1) ﾊﾏﾀﾞ ﾕｲ 女子 鹿児島 星峯中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 599 宮野 咲愛(1) ﾐﾔﾉ ｻｴ 女子 鹿児島 高尾野中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 36 神田 麗愛(2) ｶﾝﾀﾞ ﾚｲｱ 女子 鹿児島 高山中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 150 福満 れな(2) ﾌｸﾐﾂ ﾚﾅ 女子 鹿児島 和田中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 605 猿楽 美羽(1) ｻﾙｶﾞｸ ﾐｳ 女子 鹿児島 阿久根中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 846 金久 真津理(1) ｶﾈﾋｻ ﾏﾂﾘ 女子 鹿児島 和田中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 18 木下 遥夏(2) ｷｼﾀ ﾊﾙｶ 女子 鹿児島 東谷山中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 677 澤田 瑠菜(1) ｻﾜﾀﾞ ﾙﾅ 女子 鹿児島 川内中央中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 26 淺面 カレン(2) ｱｻﾒﾝ ｶﾚﾝ 女子 鹿児島 東谷山中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 558 宮地 伽苑(2) ﾐﾔﾁ ｶﾛﾝ 女子 鹿児島 万世中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 76 宮下 樹(2) ﾐﾔｼﾀ ｲﾂｷ 女子 鹿児島 種子島中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 423 柳田 萌絵(2) ﾔﾅｷﾞﾀ ﾓｴ 女子 鹿児島 宮之城中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 440 ⾧倉 彩香(2) ﾅｶﾞｸﾗ ｱﾔｶ 女子 鹿児島 吾平中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 652 迫田 陽愛(1) ｻｺﾀﾞ ﾋﾅ 女子 鹿児島 出水中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 462 野添 小春(2) ﾉｿﾞｴ ｺﾊﾙ 女子 鹿児島 大口明光学園中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 98 桐野 栞奈(2) ｷﾘﾉ ｶﾝﾅ 女子 鹿児島 出水中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 367 野﨑 里星(2) ﾉｻﾞｷ ﾘｾ 女子 鹿児島 吉野東中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 544 田中 樹菜(2) ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾅ 女子 鹿児島 伊敷中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 354 冨田 のどか(2) ﾄﾐﾀ ﾉﾄﾞｶ 女子 鹿児島 南中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 356 正﨑 音羽(2) ｼｮｳｻﾞｷ ｵﾄﾊ 女子 鹿児島 南中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 3475 片岡 美桜(2) ｶﾀｵｶ ﾐｵ 女子 宮 崎 宮崎大淀中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 365 松木 桃愛(2) ﾏﾂｷ ﾓﾓｱ 女子 鹿児島 吉野東中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 655 坂野 あやな(1) ｻｶﾉ ｱﾔﾅ 女子 鹿児島 小宿中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 741 椎原 ひかり(1) ｼｲﾊﾗ ﾋｶﾘ 女子 鹿児島 大崎中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 781 戸山 そら(1) ﾄﾔﾏ ｿﾗ 女子 鹿児島 谷山中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 822 神田 美咲(1) ｶﾝﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 鹿児島 松元中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 407 橋元 幸菜(2) ﾊｼﾓﾄ ﾕｷﾅ 女子 鹿児島 野田中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 604 鳥丸 沙葵(2) ﾄﾘﾏﾙ ｻｷ 女子 熊 本 帯山中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 481 岩﨑 理央菜(2) ｲﾜｻｷ ﾘｵﾅ 女子 鹿児島 舞鶴中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 6501 今山 美羽(2) ｲﾏﾔﾏ ﾐｳ 女子 宮 崎 都城西中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 684 宮久保 柊(1) ﾐﾔｸﾎﾞ ｼｭｳ 女子 鹿児島 第一鹿屋中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 3415 橋口 咲耶(2) ﾊｼｸﾞﾁ ｻﾔ 女子 宮 崎 宮崎西中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 6526 米重 明日楽(1) ﾖﾈｼｹﾞ ｱｽﾗ 女子 宮 崎 都城西中



女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 401 四元 巴菜(2) ﾖﾂﾓﾄ ﾊﾅ 女子 鹿児島 鴨池中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 242 山元 俐澄(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｽﾞﾑ 女子 鹿児島 朝日中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 807 宇都 七菜(1) ｳﾄ ﾅﾅ 女子 鹿児島 川内北中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 302 瀬戸山 珠梨(2) ｾﾄﾔﾏ ｼｭﾘ 女子 鹿児島 川内北中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 497 内山 愛彩(2) ｳﾁﾔﾏ ｱﾔ 女子 鹿児島 伊集院中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 787 馬場 友莉菜(1) ﾊﾞﾊﾞ ﾕﾘﾅ 女子 鹿児島 伊集院中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 413 山口 紗矢(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾔ 女子 鹿児島 松山中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 593 小濵 悠愛(1) ｺﾊﾏ ﾕﾉｱ 女子 鹿児島 川内南中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 681 村野 玲奈(1) ﾑﾗﾉ ﾚﾅ 女子 鹿児島 川内南中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 738 田村 玲奈(1) ﾀﾑﾗ ﾚﾅ 女子 鹿児島 伊集院北中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 520 溝 凉香(2) ﾐｿﾞ ﾘｮｳｶ 女子 鹿児島 鹿屋東中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 664 西郷 夢姫(1) ｻｲｺﾞｳ ﾕﾒ 女子 鹿児島 西紫原中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 90 ⾧井 瑠花(2) ﾅｶﾞｲ ﾙｶ 女子 鹿児島 重富中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 857 藤元 あおい(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｵｲ 女子 鹿児島 谷山北中

女子1･2年 ８０ｍＨ(0.762m) 65 577 三倉 楓(1) ﾐｸﾗ ｶｴﾃﾞ 女子 鹿児島 国分中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 236 渡 夢葉(3) ﾜﾀﾘ ﾕﾒﾊ 女子 鹿児島 朝日中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 13 京田 莉恋(3) ｷｮｳﾀﾞ ﾘｺ 女子 鹿児島 東谷山中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 6531 三田井 咲綺(3) ﾐﾀｲ ｻｷ 女子 宮 崎 都城西中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 95 古城 なみ(3) ﾌﾙｼﾞｮｳ ﾅﾐ 女子 鹿児島 出水中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 167 上野 七菜樹(3) ｳｴﾉ ﾅﾅｷ 女子 鹿児島 日当山中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 218 赤池 怜奈(3) ｱｶｲｹ ﾚﾅ 女子 鹿児島 谷山中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 159 河内 里穂(3) ｶﾜﾁ ﾘﾎ 女子 鹿児島 城西中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 125 藏前 和音(3) ｸﾗﾏｴ ｶｽﾞﾈ 女子 鹿児島 川辺中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 353 佐藤 芽依(3) ｻﾄｳ ﾒｲ 女子 鹿児島 南中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 111 有川 実花(2) ｱﾘｶﾜ ﾐｶ 女子 鹿児島 西紫原中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 597 角田 萌華(3) ﾂﾉﾀﾞ ﾓｴｶ 女子 熊 本 帯山中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 549 吉川 佳乃子(3) ﾖｼｶﾜ ｶﾉｺ 女子 鹿児島 伊敷台中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 478 田中 萌羽(2) ﾀﾅｶ ﾓﾓﾊ 女子 鹿児島 舞鶴中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 548 芝元 陽茉璃(3) ｼﾊﾞﾓﾄ ﾋﾏﾘ 女子 鹿児島 伊敷台中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 68 坂上 友希乃(3) ｻｶｳｴ ﾕｷﾉ 女子 鹿児島 種子島中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 462 野添 小春(2) ﾉｿﾞｴ ｺﾊﾙ 女子 鹿児島 大口明光学園中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 118 小坂 陽向(3) ｺｻｶ ﾋﾅﾀ 女子 鹿児島 川内中央中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 541 上間 咲季(3) ｳｴﾏ ｻｷ 女子 鹿児島 伊敷中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 81 有村 心花(3) ｱﾘﾑﾗ ｺﾉｶ 女子 鹿児島 重富中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 489 金倉 華(3) ｶﾅｸﾗ ﾊﾅ 女子 鹿児島 坊津学園中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 119 大園 佳奈(3) ｵｵｿﾞﾉ ｶﾅ 女子 鹿児島 川内中央中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 492 香月 花(3) ｶﾂｷ ﾊﾅ 女子 鹿児島 伊集院中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 98 桐野 栞奈(2) ｷﾘﾉ ｶﾝﾅ 女子 鹿児島 出水中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 3410 石井 麻結(3) ｲｼｲ ﾏﾕ 女子 宮 崎 宮崎西中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 5113 後藤 愛依(3) ｺﾞﾄｳ ﾒｲ 女子 宮 崎 小林中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 3406 ⾧谷 奈那美(3) ﾊｾ ﾅﾅﾐ 女子 宮 崎 宮崎西中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 358 中森 楽和(3) ﾅｶﾓﾘ ﾗﾅ 女子 鹿児島 吉野東中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 171 片野坂 唯月(3) ｶﾀﾉｻｶ ﾕﾂﾞｷ 女子 鹿児島 高尾野中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 197 住吉 璃音(3) ｽﾐﾖｼ ﾘﾝ 女子 鹿児島 大口中央中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 298 日髙 綾音(3) ﾋﾀﾞｶ ｱﾔﾈ 女子 鹿児島 川内北中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 156 郡山 桃佳(3) ｺｵﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 女子 鹿児島 城西中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 3467 平田 奈々(3) ﾋﾗﾀ ﾅﾅ 女子 宮 崎 宮崎大淀中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 3469 冨永 留愛(3) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾙﾅ 女子 宮 崎 宮崎大淀中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 460 河上 ゆら(3) ｶﾜｶﾐ ﾕﾗ 女子 鹿児島 大口明光学園中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 772 有馬 響(3) ｱﾘﾏ ﾋﾋﾞｷ 女子 鹿児島 中種子中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 6534 鴇 彩夏(3) ﾄｷ ｱﾔｶ 女子 宮 崎 都城西中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 539 丹羽 あか音(3) ﾆﾜ ｱｶﾈ 女子 鹿児島 伊敷中



女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 362 辻 こころ(3) ﾂｼﾞ ｺｺﾛ 女子 鹿児島 吉野東中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 16 田原 緋奈乃(3) ﾀﾊﾗ ﾋﾅﾉ 女子 鹿児島 東谷山中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 2035 神薗 花音(3) ｶﾐｿﾞﾉ ｶﾉﾝ 女子 鹿児島 ISC

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 2036 小林 優依(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 女子 鹿児島 ISC

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 300 木原 佐稀(2) ｷﾊﾗ ｻｷ 女子 鹿児島 川内北中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 188 本田 怜愛(3) ﾎﾝﾀﾞ ﾚｱ 女子 鹿児島 川内南中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 553 江崎 蓮華(3) ｴｻｷ ﾊｽｶ 女子 鹿児島 万世中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 482 駿河 由実(2) ｽﾙｶﾞ ﾕｳﾐ 女子 鹿児島 舞鶴中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 411 吉井 遥馨(3) ﾖｼｲ ﾊﾙｶ 女子 鹿児島 松山中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 410 永沼 明奈(3) ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｷﾅ 女子 鹿児島 松山中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 224 加藤 麻悠(3) ｶﾄｳ ﾏﾕ 女子 鹿児島 谷山中

女子共通 １００ｍＨ(0.762m) 49 499 今村 玲央奈(2) ｲﾏﾑﾗ ﾚｵﾅ 女子 鹿児島 伊集院中

競技名 人数 No チーム名１ チーム名２ 性別 都道府県 ﾁｰﾑ属性

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 帯山中 ｵﾋﾞﾔﾏﾁｭｳ 熊 本

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 宮崎大淀中 ﾐﾔｻﾞｷｵｵﾖﾄﾞﾁｭｳ 宮 崎

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 高尾野中 ﾀｶｵﾉﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 国分南中 ｺｸﾌﾞﾐﾅﾐﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 和田中 ﾜﾀﾞﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 城西中 ｼﾞｮｳｾｲﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 宮崎西中 ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾁｭｳ 宮 崎

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 帖佐中 ﾁｮｳｻﾞﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 西紫原中 ﾆｼﾑﾗｻｷﾊﾞﾙﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 頴娃中 ｴｲﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 伊敷中 ｲｼｷﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 末吉中 ｽｴﾖｼﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 東谷山中 ﾋｶﾞｼﾀﾆﾔﾏﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 小林中 ｺﾊﾞﾔｼﾁｭｳ 宮 崎

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 米ノ津中 ｺﾒﾉﾂﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 都城西中 ﾐﾔｺﾉｼﾞｮｳﾆｼﾁｭｳ 宮 崎

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 吉野東中 ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 川内中央中 ｾﾝﾀﾞｲﾁｭｳｵｳﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 谷山中 ﾀﾆﾔﾏﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 舞鶴中 ﾏｲﾂﾞﾙﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 吉野中 ﾖｼﾉﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 伊集院中 ｲｼﾞｭｳｲﾝﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 鴨池中 ｶﾓｲｹﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 谷山北中 ﾀﾆﾔﾏｷﾀﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 加治木中 ｶｼﾞｷﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 隼人中 ﾊﾔﾄﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 紫原中 ﾑﾗｻｷﾊﾞﾙﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 種子島中 ﾀﾈｶﾞｼﾏﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 宮之城中 ﾐﾔﾉｼﾞｮｳﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 川内南中 ｾﾝﾀﾞｲﾐﾅﾐﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 桜丘中 ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 坊津学園中 ﾎﾞｳﾉﾂｶﾞｸｴﾝﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 鹿大附属中 ｶﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 川辺中 ｶﾜﾅﾍﾞﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 南中 ﾐﾅﾐﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 皇徳寺中 ｺｳﾄｸｼﾞﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 伊敷台中 ｲｼｷﾀﾞｲﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 甲南中 ｺｳﾅﾝﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 加世田中 ｶｾﾀﾞﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 国分中 ｺｸﾌﾞﾁｭｳ 鹿児島



女子共通 ４×１００ｍ 52 0 大崎中 ｵｵｻｷﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 大口中央中 ｵｵｸﾁﾁｭｳｵｳﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 阿久根中 ｱｸﾈﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 重富中 ｼｹﾞﾄﾐﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 出水中 ｲｽﾞﾐﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 ISC ｱｲｴｽｼｰ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 川内北中 ｾﾝﾀﾞｲｷﾀﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 志布志中 ｼﾌﾞｼﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 朝日中 ｱｻﾋﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 鹿屋東中 ｶﾉﾔﾋｶﾞｼﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 鹿児島玉龍中 ｶｺﾞｼﾏｷﾞｮｸﾘｭｳﾁｭｳ 鹿児島

女子共通 ４×１００ｍ 52 0 松元中 ﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ 鹿児島

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

女子1年 走高跳 17 760 若尾 奏来(1) ﾜｶｵ ｿﾗ 女子 鹿児島 城西中

女子1年 走高跳 17 6524 西添 あみ(1) ﾆｼｿﾞｴ ｱﾐ 女子 宮 崎 都城西中

女子1年 走高跳 17 619 原口 夢(1) ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕﾒ 女子 鹿児島 吉野東中

女子1年 走高跳 17 823 西川 雛羽(1) ﾆｼｶﾜ ﾋﾅﾜ 女子 鹿児島 松元中

女子1年 走高跳 17 693 佃 華月(1) ﾂｸﾀﾞ ｶﾂﾞｷ 女子 鹿児島 東谷山中

女子1年 走高跳 17 653 中野 聡音(1) ﾅｶﾉ ｻﾄ 女子 鹿児島 出水中

女子1年 走高跳 17 597 下川 湖々(1) ｼﾓｶﾜ ｺｺ 女子 鹿児島 川内南中

女子1年 走高跳 17 6522 川﨑 栞奈(1) ｶﾜｻｷ ｶﾝﾅ 女子 宮 崎 都城西中

女子1年 走高跳 17 576 窪田 心奈(1) ｸﾎﾞﾀ ｺｺﾅ 女子 鹿児島 国分中

女子1年 走高跳 17 641 榎並 杏沙(1) ｴﾅﾐ ｱｽﾞｻ 女子 鹿児島 国分中

女子1年 走高跳 17 795 藤後 爽夏(1) ﾄｳｺﾞ ｻﾔｶ 女子 鹿児島 南中

女子1年 走高跳 17 740 下境田 和花(1) ｼﾓｻｶｲﾀﾞ ﾜｶ 女子 鹿児島 出水中

女子1年 走高跳 17 700 三本 亜美(1) ﾐﾓﾄ ｱﾐ 女子 鹿児島 東谷山中

女子1年 走高跳 17 586 河内 麗咲(1) ｶﾜﾁ ﾘｻ 女子 鹿児島 加治木中

女子1年 走高跳 17 844 山元 嬉咲(1) ﾔﾏﾓﾄ ｷｻｷ 女子 鹿児島 吉野中

女子1年 走高跳 17 590 比良 寧々花(1) ﾋﾗ ﾈﾈｶ 女子 鹿児島 川内南中

女子1年 走高跳 17 647 内田 凜(1) ｳﾁﾀﾞ ﾘﾝ 女子 鹿児島 鹿屋東中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

女子共通 走高跳 38 241 肥後 瀬麗奈(2) ﾋｺﾞ ｾﾚﾅ 女子 鹿児島 朝日中

女子共通 走高跳 38 18 木下 遥夏(2) ｷｼﾀ ﾊﾙｶ 女子 鹿児島 東谷山中

女子共通 走高跳 38 558 宮地 伽苑(2) ﾐﾔﾁ ｶﾛﾝ 女子 鹿児島 万世中

女子共通 走高跳 38 764 山下 愛心(1) ﾔﾏｼﾀ ｱｲﾐ 女子 鹿児島 城西中

女子共通 走高跳 38 540 ⾧谷川 さくら(3) ﾊｾｶﾞﾜ ｻｸﾗ 女子 鹿児島 伊敷中

女子共通 走高跳 38 6536 榎木 恋夏(3) ｴﾉｷ ｺｺﾅ 女子 宮 崎 都城西中

女子共通 走高跳 38 689 濵田 心暖(3) ﾊﾏﾀﾞ ｺﾉﾝ 女子 鹿児島 中種子中

女子共通 走高跳 38 569 喜屋武 風花(2) ｷﾔﾀｹ ﾌｳｶ 女子 鹿児島 大笠中

女子共通 走高跳 38 396 古川 千暖(2) ﾌﾙｶﾜ ﾁﾊﾙ 女子 鹿児島 鹿児島玉龍中

女子共通 走高跳 38 367 野﨑 里星(2) ﾉｻﾞｷ ﾘｾ 女子 鹿児島 吉野東中

女子共通 走高跳 38 3410 石井 麻結(3) ｲｼｲ ﾏﾕ 女子 宮 崎 宮崎西中

女子共通 走高跳 38 3471 宮本 紗羽(3) ﾐﾔﾓﾄ ｻﾜ 女子 宮 崎 宮崎大淀中

女子共通 走高跳 38 502 早瀬 葵(2) ﾊﾔｾ ｱｵｲ 女子 鹿児島 伊集院中

女子共通 走高跳 38 344 大隣 美佑(3) ｵｵﾄﾅﾘ ﾐﾕｳ 女子 鹿児島 隼人中

女子共通 走高跳 38 169 淺井 結良(3) ｱｻｲ ﾕﾗ 女子 鹿児島 日当山中

女子共通 走高跳 38 6530 藤原 春天(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙｿﾗ 女子 宮 崎 都城西中

女子共通 走高跳 38 164 堀 悠菜(2) ﾎﾘ ﾕｳﾅ 女子 鹿児島 城西中

女子共通 走高跳 38 391 永田 茉桜(3) ﾅｶﾞﾀ ﾏｵ 女子 鹿児島 鹿児島玉龍中

女子共通 走高跳 38 87 丸山 心陽(2) ﾏﾙﾔﾏ ｺﾊﾙ 女子 鹿児島 重富中

女子共通 走高跳 38 308 内山 花穂(2) ｳﾁﾔﾏ ｶﾎ 女子 鹿児島 川内北中

女子共通 走高跳 38 322 岩﨑 杏菜(2) ｲﾜｻｷ ｱﾝﾅ 女子 鹿児島 帖佐中

女子共通 走高跳 38 378 吉田 凜(3) ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ 女子 鹿児島 米ノ津中



女子共通 走高跳 38 97 ⾧野 四季(2) ﾅｶﾞﾉ ｼｷ 女子 鹿児島 出水中

女子共通 走高跳 38 371 堀之内 晴菜(2) ﾎﾘﾉｳﾁ ﾊﾙﾅ 女子 鹿児島 吉野東中

女子共通 走高跳 38 557 西野 真凛(3) ﾆｼﾉ ﾏﾘﾝ 女子 鹿児島 万世中

女子共通 走高跳 38 70 立石 朱霞(3) ﾀﾃｲｼ ｼｭｳｶ 女子 鹿児島 種子島中

女子共通 走高跳 38 317 嶋児 音羽(3) ｼﾏｺﾞ ｵﾄﾊ 女子 鹿児島 帖佐中

女子共通 走高跳 38 106 東福 風香(2) ﾄｳﾌｸ ﾌｳｶ 女子 鹿児島 上市来中

女子共通 走高跳 38 404 濵島 紗那(2) ﾊﾏｼﾏ ｻﾅ 女子 鹿児島 鴨池中

女子共通 走高跳 38 148 豊島 庸(2) ﾄﾔｼﾏ ﾖｳ 女子 鹿児島 和田中

女子共通 走高跳 38 383 福田 桃花(2) ﾌｸﾀﾞ ﾓﾓｶ 女子 鹿児島 米ノ津中

女子共通 走高跳 38 8 脇田 心(3) ﾜｷﾀ ｺｺﾛ 女子 鹿児島 国分南中

女子共通 走高跳 38 511 西 菜々子(2) ﾆｼ ﾅﾅｺ 女子 鹿児島 鹿屋東中

女子共通 走高跳 38 174 山内 琳加(3) ﾔﾏｳﾁ ﾘﾝｶ 女子 鹿児島 高尾野中

女子共通 走高跳 38 438 若吉 ひより(2) ﾜｶﾖｼ ﾋﾖﾘ 女子 鹿児島 吉野中

女子共通 走高跳 38 2006 藤谷 好南(2) ﾌｼﾞﾀﾆ ｺﾅﾐ 女子 鹿児島 鹿児島Jr

女子共通 走高跳 38 115 広川 采矢子(3) ﾋﾛｶﾜ ｱﾔｺ 女子 鹿児島 川内中央中

女子共通 走高跳 38 220 今村 律佳(3) ｲﾏﾑﾗ ﾘﾂｶ 女子 鹿児島 谷山中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

女子共通 棒高跳 2 5109 松田 千幸(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾁﾕｷ 女子 宮 崎 小林中

女子共通 棒高跳 2 253 田原 夕愛(2) ﾀﾊﾗ ﾕｳｱ 女子 鹿児島 頴娃中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

女子1年 走幅跳 45 768 木藤 詩音(1) ｷﾄｳ ｼｵﾄ 女子 鹿児島 末吉中

女子1年 走幅跳 45 827 野元 菜(1) ﾉﾓﾄ ｻｲ 女子 鹿児島 松元中

女子1年 走幅跳 45 654 平山 未理(1) ﾋﾗﾔﾏ ﾐﾘ 女子 鹿児島 出水中

女子1年 走幅跳 45 863 海江田 珠詩(1) ｶｲｴﾀﾞ ﾐｳ 女子 鹿児島 隼人中

女子1年 走幅跳 45 782 田代 麗美(1) ﾀｼﾛ ﾚﾐ 女子 鹿児島 伊集院中

女子1年 走幅跳 45 785 川路 ひなた(1) ｶﾜｼﾞ ﾋﾅﾀ 女子 鹿児島 伊集院中

女子1年 走幅跳 45 678 中山 ひなた(1) ﾅｶﾔﾏ ﾋﾅﾀ 女子 鹿児島 川内中央中

女子1年 走幅跳 45 728 大山 留衣(1) ｵｵﾔﾏ ﾙｲ 女子 鹿児島 紫原中

女子1年 走幅跳 45 848 西窪 彩華(1) ﾆｼｸﾎﾞ ｱﾔｶ 女子 鹿児島 和田中

女子1年 走幅跳 45 663 服部 美音(1) ﾊｯﾄﾘ ﾐｵﾝ 女子 鹿児島 西紫原中

女子1年 走幅跳 45 4127 村橋 穂香(1) ﾑﾗﾊｼ ﾎﾉｶ 女子 宮 崎 西池AC

女子1年 走幅跳 45 706 細川 友愛(1) ﾎｿｶﾜ ﾄﾓｱ 女子 鹿児島 舞鶴中

女子1年 走幅跳 45 833 益満 菜々美(1) ﾏｽﾐﾂ ﾅﾅﾐ 女子 鹿児島 伊集院北中

女子1年 走幅跳 45 788 田之脇 菜月(1) ﾀﾉﾜｷ ﾅﾂｷ 女子 鹿児島 頴娃中

女子1年 走幅跳 45 600 野端 陽菜(1) ﾉﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ 女子 鹿児島 高尾野中

女子1年 走幅跳 45 2012 井手下 麗桜(1) ｲﾃﾞｼﾀ ﾘｵﾝ 女子 鹿児島 スプリントクラブ ハ

女子1年 走幅跳 45 4122 田島 里南(1) ﾀｼﾞﾏ ﾘﾅ 女子 宮 崎 西池AC

女子1年 走幅跳 45 744 田嶋 朋花(1) ﾀｼﾞﾏ ﾎﾉｶ 女子 鹿児島 大崎中

女子1年 走幅跳 45 683 池田 菜桜(1) ｲｹﾀﾞ ﾅｵ 女子 鹿児島 大口中央中

女子1年 走幅跳 45 792 窪 ちさと(1) ｸﾎﾞ ﾁｻﾄ 女子 鹿児島 南中

女子1年 走幅跳 45 797 林 真鈴(1) ﾊﾔｼ ﾏﾘﾝ 女子 鹿児島 南中

女子1年 走幅跳 45 725 福井 寿歩(1) ﾌｸｲ ｶｽﾞﾎ 女子 鹿児島 紫原中

女子1年 走幅跳 45 679 澤田 音杏(1) ｻﾜﾀﾞ ﾉｱ 女子 鹿児島 川内中央中

女子1年 走幅跳 45 670 青木 美胡(1) ｱｵｷ ﾐｺ 女子 鹿児島 西紫原中

女子1年 走幅跳 45 595 山門 らら(1) ﾔﾏﾄ ﾗﾗ 女子 鹿児島 川内南中

女子1年 走幅跳 45 820 小森 万梨夏(1) ｺﾓﾘ ﾏﾘｶ 女子 鹿児島 帖佐中

女子1年 走幅跳 45 754 堀切 結愛(1) ﾎﾘｷﾘ ﾕｲﾅ 女子 鹿児島 国分南中

女子1年 走幅跳 45 578 今村 彩乃(1) ｲﾏﾑﾗ ｱﾔﾉ 女子 鹿児島 国分中

女子1年 走幅跳 45 591 笹森 愛未(1) ｻｻﾓﾘ ｱｲﾐ 女子 鹿児島 川内南中

女子1年 走幅跳 45 818 渡辺 結奈(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾅ 女子 鹿児島 帖佐中

女子1年 走幅跳 45 756 浅谷 花菜(1) ｱｻﾀﾆ ｶﾅ 女子 鹿児島 国分南中

女子1年 走幅跳 45 776 河本 結菜(1) ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾅ 女子 鹿児島 東谷山中

女子1年 走幅跳 45 6529 柚之上 美優(1) ﾕｽﾞﾉｳｴ ﾐﾕｳ 女子 宮 崎 都城西中



女子1年 走幅跳 45 6523 猿山 蒼椛(1) ｻﾙﾔﾏ ｱｵｶ 女子 宮 崎 都城西中

女子1年 走幅跳 45 621 田原 美姫(1) ﾀﾊﾗ ﾐｷ 女子 鹿児島 吉野東中

女子1年 走幅跳 45 713 坂下 碧(1) ｻｶｼﾀ ｱｵｲ 女子 鹿児島 甲南中

女子1年 走幅跳 45 808 鍛治屋 乃綾(1) ｶｼﾞﾔ ﾉｱ 女子 鹿児島 川内北中

女子1年 走幅跳 45 811 上川 もか(1) ｶﾐｶﾜ ﾓｶ 女子 鹿児島 川内北中

女子1年 走幅跳 45 849 八丸 明日香(1) ﾊﾁﾏﾙ ｱｽｶ 女子 鹿児島 和田中

女子1年 走幅跳 45 775 萩原 璃香(1) ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｺ 女子 鹿児島 東谷山中

女子1年 走幅跳 45 650 坂井 優月(1) ｻｶｲ ﾕﾂﾞｷ 女子 鹿児島 出水中

女子1年 走幅跳 45 878 大野 海尋(1) ｵｵﾉ ﾐﾋﾛ 女子 鹿児島 鹿屋東中

女子1年 走幅跳 45 584 野口 ゆき(1) ﾉｸﾞﾁ ﾕｷ 女子 鹿児島 加治木中

女子1年 走幅跳 45 838 朝田 真央(1) ｱｻﾀﾞ ﾏｵ 女子 鹿児島 鹿屋東中

女子1年 走幅跳 45 2050 栫 早和(1) ｶｺｲ ｻﾜ 女子 鹿児島 SCC

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

女子共通 走幅跳 75 9 菊永 藍良(2) ｷｸﾅｶﾞ ｱｲﾗ 女子 鹿児島 国分南中

女子共通 走幅跳 75 382 田中 架恋(2) ﾀﾅｶ ｶﾚﾝ 女子 鹿児島 米ノ津中

女子共通 走幅跳 75 3468 福元 日春(3) ﾌｸﾓﾄ ﾋﾊﾙ 女子 宮 崎 宮崎大淀中

女子共通 走幅跳 75 157 竹元 千咲(3) ﾀｹﾓﾄ ﾁｻｷ 女子 鹿児島 城西中

女子共通 走幅跳 75 238 福留 舞(3) ﾌｸﾄﾞﾒ ﾏｲ 女子 鹿児島 朝日中

女子共通 走幅跳 75 15 楢原 佳朋(3) ﾅﾗﾊﾗ ｶﾎ 女子 鹿児島 東谷山中

女子共通 走幅跳 75 389 永里 光(3) ﾅｶﾞｻﾄ ﾋｶﾙ 女子 鹿児島 鹿児島玉龍中

女子共通 走幅跳 75 330 濱田 ひろな(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾅ 女子 鹿児島 知覧中

女子共通 走幅跳 75 400 野添 真生(3) ﾉｿﾞｴ ﾏｵ 女子 鹿児島 鴨池中

女子共通 走幅跳 75 163 柳田 陽香(2) ﾔﾅｷﾞﾀ ﾊﾙｶ 女子 鹿児島 城西中

女子共通 走幅跳 75 541 上間 咲季(3) ｳｴﾏ ｻｷ 女子 鹿児島 伊敷中

女子共通 走幅跳 75 6536 榎木 恋夏(3) ｴﾉｷ ｺｺﾅ 女子 宮 崎 都城西中

女子共通 走幅跳 75 544 田中 樹菜(2) ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾅ 女子 鹿児島 伊敷中

女子共通 走幅跳 75 350 松山 凛花(2) ﾏﾂﾔﾏ ﾘﾝｶ 女子 鹿児島 菱刈中

女子共通 走幅跳 75 555 篠原 かなみ(3) ｼﾉﾊﾗ ｶﾅﾐ 女子 鹿児島 万世中

女子共通 走幅跳 75 354 冨田 のどか(2) ﾄﾐﾀ ﾉﾄﾞｶ 女子 鹿児島 南中

女子共通 走幅跳 75 356 正﨑 音羽(2) ｼｮｳｻﾞｷ ｵﾄﾊ 女子 鹿児島 南中

女子共通 走幅跳 75 49 森山 心春(2) ﾓﾘﾔﾏ ｺﾊﾙ 女子 鹿児島 国分中

女子共通 走幅跳 75 123 金ヶ江 ひかり(2) ｶﾅｶﾞｴ ﾋｶﾘ 女子 鹿児島 川内中央中

女子共通 走幅跳 75 494 堀 すみれ(3) ﾎﾘ ｽﾐﾚ 女子 鹿児島 伊集院中

女子共通 走幅跳 75 6530 藤原 春天(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙｿﾗ 女子 宮 崎 都城西中

女子共通 走幅跳 75 375 木下 日陽(2) ｷｼﾀ ﾋﾅﾀ 女子 鹿児島 東市来中

女子共通 走幅跳 75 121 栗山 莉宙(2) ｸﾘﾔﾏ ﾘｵ 女子 鹿児島 川内中央中

女子共通 走幅跳 75 137 内倉 咲玖良(3) ｳﾁｸﾗ ｻｸﾗ 女子 鹿児島 波野中

女子共通 走幅跳 75 5109 松田 千幸(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾁﾕｷ 女子 宮 崎 小林中

女子共通 走幅跳 75 215 山路 梨湖(2) ﾔﾏｼﾞ ﾘｺ 女子 鹿児島 第一鹿屋中

女子共通 走幅跳 75 493 田嶋 愛維(3) ﾀｼﾞﾏ ﾒｲ 女子 鹿児島 伊集院中

女子共通 走幅跳 75 2002 安山 七菜(3) ﾔｽﾔﾏ ﾅﾅ 女子 鹿児島 鹿児島Jr

女子共通 走幅跳 75 3475 片岡 美桜(2) ｶﾀｵｶ ﾐｵ 女子 宮 崎 宮崎大淀中

女子共通 走幅跳 75 101 華野 桜(2) ﾊﾅﾉ ｻｸﾗ 女子 鹿児島 出水中

女子共通 走幅跳 75 35 吉村 美空(2) ﾖｼﾑﾗ ﾐｸ 女子 鹿児島 加治木中

女子共通 走幅跳 75 251 田之脇 いな穂(2) ﾀﾉﾜｷ ｲﾅﾎ 女子 鹿児島 頴娃中

女子共通 走幅跳 75 5113 後藤 愛依(3) ｺﾞﾄｳ ﾒｲ 女子 宮 崎 小林中

女子共通 走幅跳 75 424 中須 愛麻(2) ﾅｶｽ ｴﾏ 女子 鹿児島 宮之城中

女子共通 走幅跳 75 2009 井手下 栄梨(3) ｲﾃﾞｼﾀ ｴﾘ 女子 鹿児島 スプリントクラブ ハ

女子共通 走幅跳 75 3406 ⾧谷 奈那美(3) ﾊｾ ﾅﾅﾐ 女子 宮 崎 宮崎西中

女子共通 走幅跳 75 374 若松 知佳(3) ﾜｶﾏﾂ ﾁｶ 女子 鹿児島 東市来中

女子共通 走幅跳 75 3417 松尾 寧久(2) ﾏﾂｵ ｼｽﾞｸ 女子 宮 崎 宮崎西中

女子共通 走幅跳 75 358 中森 楽和(3) ﾅｶﾓﾘ ﾗﾅ 女子 鹿児島 吉野東中

女子共通 走幅跳 75 2 首藤 心媛(3) ｼｭﾄｳ ｺｺﾛ 女子 鹿児島 国分南中



女子共通 走幅跳 75 365 松木 桃愛(2) ﾏﾂｷ ﾓﾓｱ 女子 鹿児島 吉野東中

女子共通 走幅跳 75 171 片野坂 唯月(3) ｶﾀﾉｻｶ ﾕﾂﾞｷ 女子 鹿児島 高尾野中

女子共通 走幅跳 75 197 住吉 璃音(3) ｽﾐﾖｼ ﾘﾝ 女子 鹿児島 大口中央中

女子共通 走幅跳 75 254 石田 ゆい(2) ｲｼﾀﾞ ﾕｲ 女子 鹿児島 頴娃中

女子共通 走幅跳 75 213 野間 莉緒(3) ﾉﾏ ﾘｵ 女子 鹿児島 第一鹿屋中

女子共通 走幅跳 75 306 福永 心雪(2) ﾌｸﾅｶﾞ ｺﾕｷ 女子 鹿児島 川内北中

女子共通 走幅跳 75 483 増﨑 朱音(2) ﾏｽｻﾞｷ ｱﾔﾈ 女子 鹿児島 舞鶴中

女子共通 走幅跳 75 450 清水 七夏(2) ｼﾐｽﾞ ﾅﾅｶ 女子 鹿児島 紫原中

女子共通 走幅跳 75 484 平井 理咲子(2) ﾋﾗｲ ﾘｻｺ 女子 鹿児島 舞鶴中

女子共通 走幅跳 75 105 新村 彩華(2) ｼﾝﾑﾗ ｱﾔｶ 女子 鹿児島 上市来中

女子共通 走幅跳 75 531 柿内 那月(2) ｶｷｳﾁ ﾅﾂｷ 女子 鹿児島 伊集院北中

女子共通 走幅跳 75 104 北山 莉子(2) ｷﾀﾔﾏ ﾘｺ 女子 鹿児島 上市来中

女子共通 走幅跳 75 431 平井 翠(2) ﾋﾗｲ ｽｲ 女子 鹿児島 吉野中

女子共通 走幅跳 75 43 鎌田 悠(3) ｶﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 女子 鹿児島 国分中

女子共通 走幅跳 75 282 東村 桜咲子(2) ﾋｶﾞｼﾑﾗ ｻｸﾗｺ 女子 鹿児島 皇徳寺中

女子共通 走幅跳 75 327 原口 莉胡(2) ﾊﾗｸﾞﾁ ﾘｺ 女子 鹿児島 帖佐中

女子共通 走幅跳 75 92 橋口 紗羽(2) ﾊｼｸﾞﾁ ｻﾜ 女子 鹿児島 重富中

女子共通 走幅跳 75 86 岩﨑 結菜(2) ｲﾜｻｷ ﾕｳﾅ 女子 鹿児島 重富中

女子共通 走幅跳 75 23 橋野 渚(2) ﾊｼﾉ ﾅｷﾞｻ 女子 鹿児島 東谷山中

女子共通 走幅跳 75 284 野添 愛(2) ﾉｿﾞｴ ｱｲ 女子 鹿児島 皇徳寺中

女子共通 走幅跳 75 594 川原 和香(1) ｶﾜﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ 女子 鹿児島 川内南中

女子共通 走幅跳 75 149 山口 柚羽(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾊ 女子 鹿児島 和田中

女子共通 走幅跳 75 399 堀切 泉咲(3) ﾎﾘｷﾘ ﾐｻｷ 女子 鹿児島 鴨池中

女子共通 走幅跳 75 2003 倉野 夏綸(3) ｸﾗﾉ ｶﾘﾝ 女子 鹿児島 鹿児島Jr

女子共通 走幅跳 75 518 前田 陽向(2) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ 女子 鹿児島 鹿屋東中

女子共通 走幅跳 75 523 岩下 理々(2) ｲﾜｼﾀ ﾘﾘ 女子 鹿児島 伊集院北中

女子共通 走幅跳 75 147 神藤 七海(2) ｼﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 女子 鹿児島 和田中

女子共通 走幅跳 75 393 宮下 愛那(2) ﾐﾔｼﾀ ｱｲﾅ 女子 鹿児島 鹿児島玉龍中

女子共通 走幅跳 75 509 片岡 亜依(3) ｶﾀｵｶ ｱｲ 女子 鹿児島 鹿屋東中

女子共通 走幅跳 75 191 松田 ことみ(3) ﾏﾂﾀﾞ ｺﾄﾐ 女子 鹿児島 川内南中

女子共通 走幅跳 75 246 渡 埜々花(2) ﾜﾀﾘ ﾉﾉｶ 女子 鹿児島 朝日中

女子共通 走幅跳 75 219 伊瀬知 芽生(3) ｲｾﾁ ﾒｲ 女子 鹿児島 谷山中

女子共通 走幅跳 75 2038 中村 望愛(3) ﾅｶﾑﾗ ﾉｱ 女子 鹿児島 ISC

女子共通 走幅跳 75 33 武原 慧來(3) ﾀｹﾊﾗ ｱﾔﾅ 女子 鹿児島 加治木中

女子共通 走幅跳 75 199 緒方 桜咲(3) ｵｶﾞﾀ ｻｸﾗ 女子 鹿児島 大口中央中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 27 眞正 樹理(2) ｼﾝｼｮｳ ｼﾞｭﾘ 女子 鹿児島 東谷山中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 320 大重 陽(3) ｵｵｼｹﾞ ﾊﾙ 女子 鹿児島 帖佐中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 3471 宮本 紗羽(3) ﾐﾔﾓﾄ ｻﾜ 女子 宮 崎 宮崎大淀中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 298 日髙 綾音(3) ﾋﾀﾞｶ ｱﾔﾈ 女子 鹿児島 川内北中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 394 諸麥 奏音(2) ﾓﾛﾑｷﾞ ｶﾉﾝ 女子 鹿児島 鹿児島玉龍中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 395 上山 碧月(2) ｳｴﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 女子 鹿児島 鹿児島玉龍中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 871 中村 樹音(1) ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾈ 女子 鹿児島 星峯中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 133 中山 純菜(2) ﾅｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾅ 女子 鹿児島 大崎中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 164 堀 悠菜(2) ﾎﾘ ﾕｳﾅ 女子 鹿児島 城西中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 6502 梶谷 美海(2) ｶｼﾞﾔ ﾐﾅﾐ 女子 宮 崎 都城西中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 6533 伊藤 香織(3) ｲﾄｳ ｶｵﾘ 女子 宮 崎 都城西中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 5105 豊原 未来(3) ﾄﾖﾊﾗ ﾐｸ 女子 宮 崎 小林中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 688 日髙 葵(3) ﾋﾀﾞｶ ｱｵｲ 女子 鹿児島 中種子中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 58 山下 那留(2) ﾔﾏｼﾀ ﾅﾙ 女子 鹿児島 志布志中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 613 三反田 果穂(2) ｻﾝﾀﾝﾀﾞ ｶﾎ 女子 鹿児島 鴨池中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 52 曽我 彩矢(3) ｿｶﾞ ｱﾔﾔ 女子 鹿児島 志布志中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 488 岩﨑 美羽(2) ｲﾜｻｷ ﾐｳ 女子 鹿児島 坊津学園中



女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 417 酒匂 こころ(3) ｻｺｳ ｺｺﾛ 女子 鹿児島 宮之城中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 83 森 楼紗(2) ﾓﾘ ﾛｳｻ 女子 鹿児島 重富中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 221 内 乃々佳(3) ｳﾁ ﾉﾉｶ 女子 鹿児島 谷山中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 432 稲付 日和(2) ｲﾅﾂｷ ﾋﾖﾘ 女子 鹿児島 吉野中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 136 野元 羚奈(2) ﾉﾓﾄ ﾚﾅ 女子 鹿児島 大崎中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 223 勝間 奏空(3) ｶﾂﾏ ｿﾗ 女子 鹿児島 谷山中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 474 野村 真愛(3) ﾉﾑﾗ ﾏﾅ 女子 鹿児島 舞鶴中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 836 小牧 千姫(1) ｺﾏｷ ﾁﾋﾛ 女子 鹿児島 鹿屋東中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 165 山下 心暖(2) ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾙ 女子 鹿児島 城西中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 46 濵﨑 安那(2) ﾊﾏｻｷ ｱﾝﾅ 女子 鹿児島 国分中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 753 海野 琉凪(3) ｳﾐﾉ ﾙﾅ 女子 鹿児島 皇徳寺中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 143 竹原 彩乃(3) ﾀｹﾊﾗ ｱﾔﾉ 女子 鹿児島 和田中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 560 岩元 愛莉(3) ｲﾜﾓﾄ ｱｲﾘ 女子 鹿児島 万世中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 3470 景山 心々(3) ｶｹﾞﾔﾏ ｺｺ 女子 宮 崎 宮崎大淀中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 181 本門 那菜(3) ﾓﾄｶﾄﾞ ﾅﾅ 女子 鹿児島 桜丘中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 185 中間 帆南(3) ﾅｶﾏ ﾎﾅﾐ 女子 鹿児島 桜丘中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 41 手嶋野 凜愛(3) ﾃｼﾞﾏﾉ ﾘﾝﾈ 女子 鹿児島 国分中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 444 築 彩夏(3) ﾁｸ ｱﾔｶ 女子 鹿児島 紫原中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 3408 ｼｭﾙｰｼｭ ｱﾘｴﾙ(3) ｼｭﾙｰｼｭ ｱﾘｴﾙ 女子 宮 崎 宮崎西中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 636 坂口 絢香(3) ｻｶｸﾞﾁ ｱﾔｶ 女子 鹿児島 甲東中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 554 坂上 凜香(3) ｻｶｳｴ ﾘﾝｶ 女子 鹿児島 万世中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 315 城ケ﨑 彩月(3) ｼﾞｮｳｶﾞｻｷ ｻﾂｷ 女子 鹿児島 帖佐中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 381 上村 亜矢乃(3) ｶﾝﾑﾗ ｱﾔﾉ 女子 鹿児島 米ノ津中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 6 田之畑 遥茄(3) ﾀﾉﾊﾀ ﾊﾙｶ 女子 鹿児島 国分南中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 175 時任 美咲(3) ﾄｷﾄｳ ﾐｻｷ 女子 鹿児島 高尾野中

女子共通 砲丸投(2.721kg) 43 418 角井 けせら(3) ｶｸｲ ｹｾﾗ 女子 鹿児島 宮之城中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

女子共通 円盤投(1.000kg) 15 250 折尾 茉耶(2) ｵﾘｵ ﾏﾔ 女子 鹿児島 頴娃中

女子共通 円盤投(1.000kg) 15 254 石田 ゆい(2) ｲｼﾀﾞ ﾕｲ 女子 鹿児島 頴娃中

女子共通 円盤投(1.000kg) 15 6502 梶谷 美海(2) ｶｼﾞﾔ ﾐﾅﾐ 女子 宮 崎 都城西中

女子共通 円盤投(1.000kg) 15 6533 伊藤 香織(3) ｲﾄｳ ｶｵﾘ 女子 宮 崎 都城西中

女子共通 円盤投(1.000kg) 15 5105 豊原 未来(3) ﾄﾖﾊﾗ ﾐｸ 女子 宮 崎 小林中

女子共通 円盤投(1.000kg) 15 688 日髙 葵(3) ﾋﾀﾞｶ ｱｵｲ 女子 鹿児島 中種子中

女子共通 円盤投(1.000kg) 15 58 山下 那留(2) ﾔﾏｼﾀ ﾅﾙ 女子 鹿児島 志布志中

女子共通 円盤投(1.000kg) 15 213 野間 莉緒(3) ﾉﾏ ﾘｵ 女子 鹿児島 第一鹿屋中

女子共通 円盤投(1.000kg) 15 613 三反田 果穂(2) ｻﾝﾀﾝﾀﾞ ｶﾎ 女子 鹿児島 鴨池中

女子共通 円盤投(1.000kg) 15 297 東 美里(3) ﾋｶﾞｼ ﾐｻﾄ 女子 鹿児島 川内北中

女子共通 円盤投(1.000kg) 15 52 曽我 彩矢(3) ｿｶﾞ ｱﾔﾔ 女子 鹿児島 志布志中

女子共通 円盤投(1.000kg) 15 488 岩﨑 美羽(2) ｲﾜｻｷ ﾐｳ 女子 鹿児島 坊津学園中

女子共通 円盤投(1.000kg) 15 550 吉松 瑠菜(3) ﾖｼﾏﾂ ﾙﾅ 女子 鹿児島 伊敷台中

女子共通 円盤投(1.000kg) 15 190 堂後 あいり(3) ﾄﾞｳｺﾞ ｱｲﾘ 女子 鹿児島 川内南中

女子共通 円盤投(1.000kg) 15 244 草野 美夕(2) ｸｻﾉ ﾐﾕｳ 女子 ⾧ 崎 桜馬場中

競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 475 徳重 遥香(3) ﾄｸｼｹﾞ ﾊﾙｶ 女子 鹿児島 舞鶴中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 478 田中 萌羽(2) ﾀﾅｶ ﾓﾓﾊ 女子 鹿児島 舞鶴中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 492 香月 花(3) ｶﾂｷ ﾊﾅ 女子 鹿児島 伊集院中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 297 東 美里(3) ﾋｶﾞｼ ﾐｻﾄ 女子 鹿児島 川内北中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 655 坂野 あやな(1) ｻｶﾉ ｱﾔﾅ 女子 鹿児島 小宿中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 417 酒匂 こころ(3) ｻｺｳ ｺｺﾛ 女子 鹿児島 宮之城中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 550 吉松 瑠菜(3) ﾖｼﾏﾂ ﾙﾅ 女子 鹿児島 伊敷台中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 71 山中 智花(3) ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｶ 女子 鹿児島 種子島中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 83 森 楼紗(2) ﾓﾘ ﾛｳｻ 女子 鹿児島 重富中



女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 75 上門 夕夏(2) ｶﾐｶﾄﾞ ﾕｳﾅﾂ 女子 鹿児島 種子島中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 364 橋元 瑠衣(3) ﾊｼﾓﾄ ﾙｲ 女子 鹿児島 吉野東中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 368 野嶽 樹李(2) ﾉﾀﾞｹ ｼﾞｭﾘ 女子 鹿児島 吉野東中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 221 内 乃々佳(3) ｳﾁ ﾉﾉｶ 女子 鹿児島 谷山中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 256 折尾 志帆(2) ｵﾘｵ ｼﾎ 女子 鹿児島 頴娃中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 390 岩切 環希(3) ｲﾜｷﾘ ﾀﾏｷ 女子 鹿児島 鹿児島玉龍中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 432 稲付 日和(2) ｲﾅﾂｷ ﾋﾖﾘ 女子 鹿児島 吉野中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 352 嶋本 侑夏(3) ｼﾏﾓﾄ ﾕｳｶ 女子 鹿児島 三笠中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 805 ⾧野 楓樺(1) ﾅｶﾞﾉ ﾌｳｶ 女子 鹿児島 志布志中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 504 伊地知 咲蘭(2) ｲﾁﾞﾁ ｻｸﾗ 女子 鹿児島 伊集院中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 47 中村 心美(2) ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾐ 女子 鹿児島 国分中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 189 田畑 悠芽(3) ﾀﾊﾞﾀ ﾕﾒ 女子 鹿児島 川内南中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 6528 道下 由唯(1) ﾐﾁｼﾀ ﾕｲ 女子 宮 崎 都城西中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 6527 津曲 朋花(1) ﾂﾏｶﾞﾘ ﾄﾓｶ 女子 宮 崎 都城西中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 42 鶴丸 茉凜(3) ﾂﾙﾏﾙ ﾏﾘﾝ 女子 鹿児島 国分中

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 2047 清水 愛美(2) ｷﾖﾐｽﾞ ﾏﾅﾐ 女子 鹿児島 SCC

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 26 255 西迫 蘭(2) ﾆｼｻﾞｺ ﾗﾝ 女子 鹿児島 頴娃中


