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競技名 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属
男子4年 １００ｍ 4 安田　郁翔(4) ﾔｽﾀﾞ ﾌﾐﾄ 男子 ISC
男子4年 １００ｍ 7 田代　倖大(4) ﾀｼﾛ ﾕｷﾄ 男子 あいら陸上
男子4年 １００ｍ 8 黒岩　諒旦(4) ｸﾛｲﾜ ｱｷﾉﾌﾞ 男子 あいら陸上
男子4年 １００ｍ 9 坂元　吟匠(4) ｻｶﾓﾄ ｷﾞﾝｿﾞｳ 男子 あいら陸上
男子4年 １００ｍ 10 内村　隆之介(4) ｳﾁﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 あいら陸上
男子4年 １００ｍ 11 有薗　暖(4) ｱﾘｿﾞﾉ ﾉﾄﾞｶ 男子 あいら陸上
男子4年 １００ｍ 12 菅野　創太(4) ｽｶﾞﾉ ｿｳﾀ 男子 あいら陸上
男子4年 １００ｍ 13 平松　翼希(4) ﾋﾗﾏﾂ ﾂﾊﾞｷ 男子 あいら陸上
男子4年 １００ｍ 14 岩切　稜其(4) ｲﾜｷﾘ ｲﾂｷ 男子 あいら陸上
男子4年 １００ｍ 33 冨吉　陸斗(4) ﾄﾐﾖｼ ﾘｸﾄ 男子 阿久根陸上
男子4年 １００ｍ 34 中原　琉來(4) ﾅｶﾊﾗ ﾘｸ 男子 阿久根陸上
男子4年 １００ｍ 35 野村　翔(4) ﾉﾑﾗ ｼｮｳ 男子 阿久根陸上
男子4年 １００ｍ 36 古田　武琉(4) ﾌﾙﾀ ﾀｹﾙ 男子 阿久根陸上
男子4年 １００ｍ 42 村山　流我(4) ﾑﾗﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ 男子 粟ケ窪Ｊr陸上
男子4年 １００ｍ 53 戸田　裕翔(4) ﾄﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 出水市陸上
男子4年 １００ｍ 54 田頭　良太(4) ﾀｶﾞｼﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 出水市陸上
男子4年 １００ｍ 55 大園　煌也(4) ｵｵｿﾞﾉ ｺｳﾔ 男子 出水市陸上
男子4年 １００ｍ 56 小久保　瑠隼(4) ｺｸﾎﾞ ﾘｭｳﾄ 男子 出水市陸上
男子4年 １００ｍ 61 福﨑　子竜(4) ﾌｸｻﾞｷ ｼﾘｭｳ 男子 ウイングAC
男子4年 １００ｍ 62 丸山　大輝(4) ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｷ 男子 ＳＣＣ
男子4年 １００ｍ 63 宮内　晄(4) ﾐﾔｳﾁ ｱｷﾗ 男子 ＳＣＣ
男子4年 １００ｍ 64 山口　悟右(4) ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾞｳ 男子 ＳＣＣ
男子4年 １００ｍ 65 柳井田　晟(4) ﾔﾅｲﾀﾞ ｼﾞｮｳ 男子 ＳＣＣ
男子4年 １００ｍ 66 齊藤　匠哉(4) ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾔ 男子 ＳＣＣ
男子4年 １００ｍ 67 平江　隆幌(4) ﾋﾗｴ ﾀｶｱｷ 男子 ＳＣＣ
男子4年 １００ｍ 68 森園　陽輝(4) ﾓﾘｿﾞﾉ ﾊﾙｷ 男子 ＳＣＣ
男子4年 １００ｍ 87 栗脇　大地(4) ｸﾘﾜｷ ﾀﾞｲﾁ 男子 ＳＣＣ
男子4年 １００ｍ 90 潟山　莉久(4) ｶﾞﾀﾔﾏ ﾘｸ 男子 えのアスリート
男子4年 １００ｍ 106 筒　翔輝(4) ﾂﾂ ｼｮｳｷ 男子 折多陸上
男子4年 １００ｍ 114 今村　愛瑠(4) ｲﾏﾑﾗ ｱｲﾙ 男子 鹿児島Jr陸上
男子4年 １００ｍ 115 宮下　龍之介(4) ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 鹿児島Jr陸上
男子4年 １００ｍ 116 武　利生翔(4) ﾀｹ ﾘｵﾄ 男子 鹿児島Jr陸上
男子4年 １００ｍ 120 久木山　敬心(4) ｸｷﾔﾏ ｹｲｼﾝ 男子 串木野西陸上
男子4年 １００ｍ 121 川添　楓(4) ｶﾜｿｴ ｶｴﾃﾞ 男子 串木野西陸上
男子4年 １００ｍ 122 祐下　竜毅(4) ｽｹｼﾀ ﾀﾂｷ 男子 串木野西陸上
男子4年 １００ｍ 125 今中　洋虎(4) ｲﾏﾅｶ ﾋﾛﾄﾗ 男子 GL
男子4年 １００ｍ 145 西田　蓮(4) ﾆｼﾀﾞ ﾚﾝ 男子 国分ジュニア
男子4年 １００ｍ 146 弓指　浩平(4) ﾕﾐｻｼ ｺｳﾍｲ 男子 国分ジュニア
男子4年 １００ｍ 147 夏田　啓路(4) ﾅﾂﾀﾞ ｹｲｼﾞ 男子 国分ジュニア
男子4年 １００ｍ 148 増田　颯(4) ﾏｽﾀﾞ ﾊﾔﾃ 男子 国分ジュニア
男子4年 １００ｍ 151 池上　颯(4) ｲｹｳｴ ｿｳ 男子 米ノ津JAC
男子4年 １００ｍ 152 福田　蒼介(4) ﾌｸﾀﾞ ｿｳｽｹ 男子 米ノ津JAC
男子4年 １００ｍ 177 上原　悠翔(4) ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾄ 男子 清水陸上
男子4年 １００ｍ 178 末原　誠人(4) ｽｴﾊﾗ ﾏｺﾄ 男子 清水陸上
男子4年 １００ｍ 179 杉本　航介(4) ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｽｹ 男子 清水陸上
男子4年 １００ｍ 180 瀬戸山　悠大(4) ｾﾄﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 清水陸上
男子4年 １００ｍ 189 丸渕　涼太(4) ﾏﾙﾌﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 下水流陸上
男子4年 １００ｍ 190 宇田　涼雅(4) ｳﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 男子 下水流陸上
男子4年 １００ｍ 195 永里　琉空(4) ﾅｶﾞｻﾄ ﾘｸ 男子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ疾風
男子4年 １００ｍ 198 神園　朝也(4) ｶﾐｿﾞﾉ ﾄﾓﾔ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 199 新福　夏向(4) ｼﾝﾌﾟｸ ｶﾅﾀ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 200 北山　皓星(4) ｷﾀﾔﾏ ｺｳｾｲ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 201 中村　奏太(4) ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 202 上福　亮介(4) ｶﾐﾌｸ ﾘｮｳｽｹ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 203 坂元　健芯(4) ｻｶﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 217 藤川　真生(4) ﾌｼﾞｶﾜ ﾏｻｷ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 220 外　晴遼(4) ﾎｶ ﾊﾙﾄ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 225 草野　建志(4) ｿｳﾉ ｹﾝｼ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 226 犀川　隼丞(4) ｻｲｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 227 吉原　優(4) ﾖｼﾊﾗ ﾕｳ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 235 安田　璃虎(4) ﾔｽﾀﾞ ﾘﾄ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 237 四郎園　剛大(4) ｼﾛｳｿﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 238 笹原　珀(4) ｻｻﾊﾗ ﾊｸ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 239 梶原　壮志(4) ｶｼﾞﾊﾗ ｿｳｼ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 240 園田　兼脩(4) ｿﾉﾀﾞ ｶｼｭｳ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 241 前迫　大晴(4) ﾏｴｻｺ ﾀｲｾｲ 男子 太陽SC忍者



第36回南日本小学生陸上競技大会　エントリーリスト

男子4年 １００ｍ 242 迫間　太洋(4) ｻｺﾏ ﾀｲﾖｳ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 243 新坂上　爽(4) ｼﾝｻｶｳｴ ｿｳ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 244 荒田　理心(4) ｱﾗﾀ ﾘｼﾝ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 245 今井　康貴(4) ｲﾏｲ ｺｳｷ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 246 松岡　慎一郎(4) ﾏﾂｵｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 247 山本　隆太(4) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 248 中島　天翔(4) ﾅｶｼﾏ ﾃﾝｼｮｳ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 262 東郷　絢成(4) ﾄｳｺﾞｳ ｹﾝｾｲ 男子 太陽SC忍者
男子4年 １００ｍ 276 福永　竜基(4) ﾌｸﾅｶﾞ ﾀﾂｷ 男子 高尾野陸上
男子4年 １００ｍ 277 山口　穣次(4) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｮｳｼﾞ 男子 高尾野陸上
男子4年 １００ｍ 283 阿多　宗敬(4) ｱﾀ ｿｳﾔ 男子 チェスト伊集院
男子4年 １００ｍ 284 原田　明斗(4) ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾄ 男子 チェスト伊集院
男子4年 １００ｍ 285 益山　義弘(4) ﾏｽﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 男子 チェスト伊集院
男子4年 １００ｍ 317 大北　真也(4) ｵｵｷﾀ ｼﾝﾔ 男子 Ｎｏ１ヒオキ
男子4年 １００ｍ 318 中村　禄(4) ﾅｶﾑﾗ ﾛｸ 男子 Ｎｏ１ヒオキ
男子4年 １００ｍ 319 迫田　仁(4) ｻｺﾀﾞ ｼﾞﾝ 男子 Ｎｏ１ヒオキ
男子4年 １００ｍ 332 久保　光巧(4) ｸﾎﾞ ｺｳﾀ 男子 羽島陸上
男子4年 １００ｍ 333 大井　孝太郎(4) ｵｵｲ ｺｳﾀﾛｳ 男子 羽島陸上
男子4年 １００ｍ 355 志賀　良太(4) ｼｶﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 春山陸上
男子4年 １００ｍ 356 重留　徠大(4) ｼｹﾞﾄﾒ ﾗｲﾀ 男子 春山陸上
男子4年 １００ｍ 357 西川　琉嘉(4) ﾆｼｶﾜ ﾘｭｶ 男子 春山陸上
男子4年 １００ｍ 358 高田　慎健(4) ﾀｶﾀﾞ ｼﾝｹﾝ 男子 春山陸上
男子4年 １００ｍ 359 永山　滉大(4) ﾅｶﾞﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 男子 春山陸上
男子4年 １００ｍ 360 清藤　煌起(4) ｷﾖﾌｼﾞ ｺｳｷ 男子 春山陸上
男子4年 １００ｍ 361 武　蓮之介(4) ﾀｹ ﾚﾝﾉｽｹ 男子 春山陸上
男子4年 １００ｍ 362 石神　陽向(4) ｲｼｶﾞﾐ ﾋｭｳｶﾞ 男子 春山陸上
男子4年 １００ｍ 363 平田　颯希(4) ﾋﾗﾀ ｲﾌﾞｷ 男子 春山陸上
男子4年 １００ｍ 364 月野　瑛太(4) ﾂｷﾉ ｴｲﾀ 男子 春山陸上
男子4年 １００ｍ 370 後沢　悠(4) ｺﾞｻﾞﾜ ﾕｳ 男子 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ
男子4年 １００ｍ 379 田中　煌峨(4) ﾀﾅｶ ｵｳｶﾞ 男子 東谷山陸上
男子4年 １００ｍ 380 並松　和心(4) ﾅﾐﾏﾂ ｶｯｼﾝ 男子 東谷山陸上
男子4年 １００ｍ 384 折田　一篤(4) ｵﾘﾀ ｶｽﾞﾏ 男子 南九州AC
男子4年 １００ｍ 391 小濱　耕雅(4) ｵﾊﾞﾏ ｺｳｶﾞ 男子 南さつまコミュ
男子4年 １００ｍ 398 中森　楽稀(4) ﾅｶﾓﾘ ﾗｷ 男子 吉野東陸上
男子4年 １００ｍ 399 大崎　琉斗(4) ｵｵｻｷ ﾘｭｳﾄ 男子 吉野東陸上
男子4年 １００ｍ 400 山下　昊大(4) ﾔﾏｼﾀ ｿﾗ 男子 吉野東陸上
男子4年 １００ｍ 401 大漉　諒人(4) ｵｵｽｷ ｱｷﾄ 男子 吉野東陸上
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競技名 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属
男子5年 １００ｍ 1 小川　稜貴(5) ｵｶﾞﾜ ｲｯｷ 男子 ISC
男子5年 １００ｍ 3 福永　大翔(5) ﾌｸﾅｶﾞ ﾋﾛﾄ 男子 ISC
男子5年 １００ｍ 15 岩穴口　嵩大(5) ｲﾜﾅｸﾞﾁ ｼｭｳﾀ 男子 あいら陸上
男子5年 １００ｍ 30 橋元　翔琉(5) ﾊｼﾓﾄ ｶｹﾙ 男子 阿久根陸上
男子5年 １００ｍ 31 長谷川　絆(5) ﾊｾｶﾞﾜ ｷｽﾞﾅ 男子 阿久根陸上
男子5年 １００ｍ 32 大迫　駿斗(5) ｵｵｻｺ ﾊﾔﾄ 男子 阿久根陸上
男子5年 １００ｍ 50 井手口　遥音(5) ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 男子 出水市陸上
男子5年 １００ｍ 51 溝上　優斗(5) ﾐｿﾞｳｴ ﾕｳﾄ 男子 出水市陸上
男子5年 １００ｍ 52 宇宿　裕翔(5) ｳｽｷ ﾕｳﾄ 男子 出水市陸上
男子5年 １００ｍ 57 中西　翔馬(5) ﾅｶﾆｼ ｼｮｳﾏ 男子 いぶすきSC
男子5年 １００ｍ 60 増田　頼凪(5) ﾏｽﾀﾞ ﾗｲﾅ 男子 ウイングAC
男子5年 １００ｍ 69 川畑　修也(5) ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｭｳﾔ 男子 ＳＣＣ
男子5年 １００ｍ 70 井上　結太郎(5) ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾛｳ 男子 ＳＣＣ
男子5年 １００ｍ 71 米丸　晃(5) ﾖﾈﾏﾙ ｺｳ 男子 ＳＣＣ
男子5年 １００ｍ 72 成松　杏(5) ﾅﾘﾏﾂ ｺｳ 男子 ＳＣＣ
男子5年 １００ｍ 84 坊内　尚樹(5) ﾎﾞｳｳﾁ ﾅｵｷ 男子 ＳＣＣ
男子5年 １００ｍ 86 大迫　士郎(5) ｵｵｻｺ ｼﾛｳ 男子 ＳＣＣ
男子5年 １００ｍ 91 小田原　大雅(5) ｵﾀﾞﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 男子 えのアスリート
男子5年 １００ｍ 92 江口　宗汰(5) ｴｸﾞﾁ ｿｳﾀ 男子 えのアスリート
男子5年 １００ｍ 93 茅野　航大(5) ｶﾔﾉ ｺｳﾀ 男子 えのアスリート
男子5年 １００ｍ 94 東谷　陸(5) ｱｽﾞﾏﾔ ﾘｸ 男子 えのアスリート
男子5年 １００ｍ 95 平野　颯摩(5) ﾋﾗﾉ ｿｳﾏ 男子 えのアスリート
男子5年 １００ｍ 96 宮本　尚典(5) ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｽｹ 男子 えのアスリート
男子5年 １００ｍ 97 高味　幸人(5) ﾀｶﾐ ﾕｷﾄ 男子 えのアスリート
男子5年 １００ｍ 98 有田　蒼甫(5) ｱﾘﾀ ｿｳｽｹ 男子 えのアスリート
男子5年 １００ｍ 99 福留　和真(5) ﾌｸﾄﾞﾒ ｶｽﾞﾏ 男子 えのアスリート
男子5年 １００ｍ 102 工藤　篤人(5) ｸﾄﾞｳ ｱﾂﾄ 男子 大口スイムラン
男子5年 １００ｍ 103 貴嶋　海吏(5) ｷｼﾞﾏ ｶｲﾘ 男子 大口スイムラン
男子5年 １００ｍ 104 坂田　瑛祐(5) ｻｶﾀ ｴｲｽｹ 男子 大口スイムラン
男子5年 １００ｍ 109 時崎　央雅(5) ﾄｷｻﾞｷ ｵｳｶﾞ 男子 鹿児島Jr陸上
男子5年 １００ｍ 110 大野　裕太(5) ｵｵﾉ ﾕｳﾀ 男子 鹿児島Jr陸上
男子5年 １００ｍ 111 西　斗真(5) ﾆｼ ﾄｳﾏ 男子 鹿児島Jr陸上
男子5年 １００ｍ 112 古江　雅徳(5) ﾌﾙｴ ﾏｻﾉﾘ 男子 鹿児島Jr陸上
男子5年 １００ｍ 124 西　寿真(5) ﾆｼ ｶｽﾞﾏ 男子 栗野陸上
男子5年 １００ｍ 140 吉村　将貴(5) ﾖｼﾑﾗ ﾏｻｷ 男子 国分ジュニア
男子5年 １００ｍ 141 坂元　煌太(5) ｻｶﾓﾄ ｺｳﾀ 男子 国分ジュニア
男子5年 １００ｍ 142 前野　琥介(5) ﾏｴﾉ ｺｳｽｹ 男子 国分ジュニア
男子5年 １００ｍ 143 加藤　大陸(5) ｶﾄｳ ﾘｸ 男子 国分ジュニア
男子5年 １００ｍ 144 大尾　航平(5) ﾀﾞｲｵ ｺｳﾍｲ 男子 国分ジュニア
男子5年 １００ｍ 150 丸目　琉臣(5) ﾏﾙﾒ ﾘｭｳｼﾝ 男子 米ノ津JAC
男子5年 １００ｍ 156 森田　翔寿樹(5) ﾓﾘﾀ ｶｽﾞｷ 男子 米ノ津JAC
男子5年 １００ｍ 161 花田　晧夢(5) ﾊﾅﾀﾞ ﾋﾛﾑ 男子 さつま柏原
男子5年 １００ｍ 175 柳田　健翔(5) ﾔﾅｷﾞﾀ ｹﾝｼｮｳ 男子 清水陸上
男子5年 １００ｍ 187 田上　遼(5) ﾀﾉｳｴ ﾘｮｳ 男子 下水流陸上
男子5年 １００ｍ 188 花木　悠太郎(5) ﾊﾅｷ ﾕｳﾀﾛｳ 男子 下水流陸上
男子5年 １００ｍ 194 重信　佑和(5) ｼｹﾞﾉﾌﾞ ﾕｳﾜ 男子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ疾風
男子5年 １００ｍ 204 杉　優大(5) ｽｷﾞ ﾕｳﾄ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 205 江口　幸斗(5) ｴｸﾞﾁ ﾕｷﾄ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 206 小田　紘太郎(5) ｵﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 207 山口　綜己(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳｷ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 208 大工園　洸貴(5) ﾀﾞｲｸｿﾞﾉ ｺｳｷ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 209 松窪　竜之介(5) ﾏﾂｸﾎﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 210 濵田　怜牡(5) ﾊﾏﾀﾞ ﾚｵ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 211 福里　快人(5) ﾌｸｻﾞﾄ ｶｲﾄ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 216 西村　龍星(5) ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 221 藤﨑　斗真(5) ﾌｼﾞｻｷ ﾄｳﾏ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 222 神谷　一壮(5) ｶﾐﾔ ｲﾂｵ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 228 竹之内　海聖(5) ﾀｹﾉｳﾁ ｶｲｾｲ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 229 黒江　勇雅(5) ｸﾛｴ ﾕｳﾐ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 230 岸本　昊大(5) ｷｼﾓﾄ ｺｳﾀ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 231 久徳　蓮太郎(5) ｷｭｳﾄｳ ﾚﾝﾀﾛｳ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 232 東　幸輝(5) ﾋｶﾞｼ ｺｳｷ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 233 本髙　駿斗(5) ﾓﾄﾀﾞｶ ｼｭﾝﾄ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 236 内村　康人(5) ｳﾁﾑﾗ ﾐﾁﾄ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 249 内藤　陽優(5) ﾅｲﾄｳ ﾋﾕｳ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 250 濵田　翔有吾(5) ﾊﾏﾀﾞ ﾄｳﾜ 男子 太陽SC忍者
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男子5年 １００ｍ 251 藤井　裕斗(5) ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾄ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 252 粕谷　怜央(5) ｶｽﾀﾆ ﾚｵ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 253 池田　風雅(5) ｲｹﾀﾞ ﾌｳｶﾞ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 254 今村　隼人(5) ｲﾏﾑﾗ ﾊﾔﾄ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 255 新地　悠生(5) ｼﾝﾁ ﾕｳｾｲ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 256 山本　一翔(5) ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾄ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 257 新濵　秀弥(5) ﾆｲﾊﾏ ｼｭｳﾔ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 258 柳田　仁(5) ﾔﾅｷﾞﾀ ｼﾞﾝ 男子 太陽SC忍者
男子5年 １００ｍ 273 洲﨑　駿(5) ｽｻｷ ｼｭﾝ 男子 高尾野陸上
男子5年 １００ｍ 274 東　琉希(5) ﾋｶﾞｼ ﾘｭｳｷ 男子 高尾野陸上
男子5年 １００ｍ 275 松﨑　大空(5) ﾏﾂｻﾞｷ ｿﾗ 男子 高尾野陸上
男子5年 １００ｍ 278 水元　遼翔(5) ﾐｽﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 男子 田中陸上
男子5年 １００ｍ 282 大迫　勇稀(5) ｵｵｻｺ ﾕｳｷ 男子 TEAM IBS
男子5年 １００ｍ 287 園田　琢人(5) ｿﾉﾀﾞ ﾀｸﾄ 男子 チェスト伊集院
男子5年 １００ｍ 289 尾植　柾崇(5) ｵｳｴ ﾏｻﾀｶ 男子 チェスト伊集院
男子5年 １００ｍ 292 宮之前　侑斗(5) ﾐﾔﾉﾏｴ ﾕｳﾄ 男子 チェスト伊集院
男子5年 １００ｍ 293 石川　敬仁(5) ｲｼｶﾜ ｹｲﾄ 男子 チェスト伊集院
男子5年 １００ｍ 294 小園　太陽(5) ｺｿﾞﾉ ﾀｲﾖｳ 男子 チェスト伊集院
男子5年 １００ｍ 309 上杉　知也(5) ｳｴｽｷﾞ ﾄﾓﾔ 男子 通山陸上
男子5年 １００ｍ 310 上熊須　隆之介(5) ｶﾐｸﾏｽ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 通山陸上
男子5年 １００ｍ 311 勝目　零王(5) ｶﾂﾒ ﾚｵ 男子 通山陸上
男子5年 １００ｍ 314 橋本　惇伸(5) ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾝ 男子 Ｎｏ１イズミ
男子5年 １００ｍ 315 宮脇　遼丞(5) ﾐﾔﾜｷ ﾘｮｳｽｹ 男子 Ｎｏ１イズミ
男子5年 １００ｍ 320 前田　結仁(5) ﾏｴﾀﾞ ﾕｲﾄ 男子 Ｎｏ１ヒオキ
男子5年 １００ｍ 321 脇田　翔空(5) ﾜｷﾀ ﾄｱ 男子 Ｎｏ１ヒオキ
男子5年 １００ｍ 322 白石　暖(5) ｼﾗｲｼ ﾊﾙ 男子 Ｎｏ１ヒオキ
男子5年 １００ｍ 323 白石　煌(5) ｼﾗｲｼ ｺｳ 男子 Ｎｏ１ヒオキ
男子5年 １００ｍ 331 石堂　遥貴(5) ｲｼﾄﾞｳ ﾊﾙｷ 男子 野田陸上
男子5年 １００ｍ 334 楮山　仁智(5) ｶｼﾞﾔﾏ ｼﾞﾝﾄ 男子 羽島陸上
男子5年 １００ｍ 338 宮之前　丈(5) ﾐﾔﾉﾏｴ ﾀｹﾙ 男子 隼人Jr陸上
男子5年 １００ｍ 339 川原　夢眞(5) ｶﾜﾊﾗ ﾕﾏ 男子 隼人Jr陸上
男子5年 １００ｍ 350 前田　一成(5) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾄﾅﾘ 男子 春山陸上
男子5年 １００ｍ 351 紀野　拳伸(5) ｷﾉ ｹﾝｼﾝ 男子 春山陸上
男子5年 １００ｍ 352 堀之内　光照(5) ﾎﾘﾉｳﾁ ｺｳｼｮｳ 男子 春山陸上
男子5年 １００ｍ 353 德元　颯人(5) ﾄｸﾓﾄ ﾊﾔﾄ 男子 春山陸上
男子5年 １００ｍ 354 竹下　悠斗(5) ﾀｹｼﾀ ﾕｳﾄ 男子 春山陸上
男子5年 １００ｍ 368 永井　大樹(5) ﾅｶﾞｲ ﾀｲｷ 男子 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ
男子5年 １００ｍ 369 前屋敷　大輝(5) ﾏｴﾔｼｷ ﾀｲｷ 男子 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ
男子5年 １００ｍ 375 小濵　明日哉(5) ｵﾊﾞﾏ ｱｽｶ 男子 東谷山陸上
男子5年 １００ｍ 376 東　琉介(5) ﾋｶﾞｼ ﾘｭｳｽｹ 男子 東谷山陸上
男子5年 １００ｍ 377 床並　玲音(5) ﾄｺﾅﾐ ﾚｵﾝ 男子 東谷山陸上
男子5年 １００ｍ 378 岩切　詩弥(5) ｲﾜｷﾘ ｳﾀﾔ 男子 東谷山陸上
男子5年 １００ｍ 392 山下　康輔(5) ﾔﾏｼﾀ ｺｳｽｹ 男子 南さつまコミュ
男子5年 １００ｍ 394 東　拓海(5) ﾋｶﾞｼ ﾀｸﾐ 男子 吉野東陸上
男子5年 １００ｍ 395 瀧井　琥太郎(5) ﾀｷｲ ｺﾀﾛｳ 男子 吉野東陸上
男子5年 １００ｍ 397 山下　大輔(5) ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 男子 吉野東陸上
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競技名 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属
男子6年 １００ｍ 2 上村　海吏(6) ｳｴﾑﾗ ｶｲﾘ 男子 ISC
男子6年 １００ｍ 5 吉元　雅弥(6) ﾖｼﾓﾄ ﾏｻﾔ 男子 ISC
男子6年 １００ｍ 16 三反崎　大器(6) ﾐﾀｻﾞｷ ﾀｲｷ 男子 あいら陸上
男子6年 １００ｍ 20 高江　慶太郎(6) ﾀｶｴ ｹｲﾀﾛｳ 男子 あいら陸上
男子6年 １００ｍ 21 平松　希叶(6) ﾋﾗﾏﾂ ｷｷｮｳ 男子 あいら陸上
男子6年 １００ｍ 22 福山　晴己(6) ﾌｸﾔﾏ ﾊﾙｷ 男子 あいら陸上
男子6年 １００ｍ 25 池田　丈児(6) ｲｹﾀﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 男子 阿久根陸上
男子6年 １００ｍ 26 坂元　銀(6) ｻｶﾓﾄ ｷﾞﾝ 男子 阿久根陸上
男子6年 １００ｍ 37 神之田　圭哉(6) ｶﾐﾉﾀ ｹｲﾔ 男子 阿久根陸上
男子6年 １００ｍ 39 西　貴大(6) ﾆｼ ﾀｶﾋﾛ 男子 粟ケ窪Ｊr陸上
男子6年 １００ｍ 40 新吉　煌夢(6) ｼﾝﾖｼ ｱｷﾑ 男子 粟ケ窪Ｊr陸上
男子6年 １００ｍ 45 平　凌太朗(6) ﾀｲﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 EAC
男子6年 １００ｍ 48 菅牟田　遥生(6) ｽｶﾞﾑﾀ ﾊﾙｷ 男子 出水市陸上
男子6年 １００ｍ 49 有馬　涼太(6) ｱﾘﾏ ﾘｮｳﾀ 男子 出水市陸上
男子6年 １００ｍ 74 柳田　挑二(6) ﾔﾅｷﾞﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ 男子 ＳＣＣ
男子6年 １００ｍ 75 與倉　壱心(6) ﾖｸﾗ ｲｯｼﾝ 男子 ＳＣＣ
男子6年 １００ｍ 76 前田　滉太(6) ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾀ 男子 ＳＣＣ
男子6年 １００ｍ 77 行船　宏汰(6) ﾕｷﾌﾈ ｺｳﾀ 男子 ＳＣＣ
男子6年 １００ｍ 83 井出　慎之助(6) ｲﾃﾞ ｼﾝﾉｽｹ 男子 ＳＣＣ
男子6年 １００ｍ 85 北別府　聖斗(6) ｷﾀﾍﾞｯﾌﾟ ﾏﾅﾄ 男子 ＳＣＣ
男子6年 １００ｍ 88 篠原　實来(6) ｼﾉﾊﾗ ﾐﾗｲ 男子 ＳＣＣ
男子6年 １００ｍ 100 今久留主　悠翔(6) ｲﾏｸﾙｽ ﾕｳﾄ 男子 えのアスリート
男子6年 １００ｍ 107 池増　大知(6) ｲｹﾏｽ ﾀﾞｲﾁ 男子 鹿児島Jr陸上
男子6年 １００ｍ 118 野崎　竣介(6) ﾅｻｷ ｼｭﾝｽｹ 男子 串木野西陸上
男子6年 １００ｍ 123 迫間　大地(6) ｻｺﾏ ﾀﾞｲﾁ 男子 栗野陸上
男子6年 １００ｍ 129 山田　蒼士(6) ﾔﾏﾀﾞ ｿｳｼﾞ 男子 国分ジュニア
男子6年 １００ｍ 130 川原　誠流(6) ｶﾜﾊﾗ ｾｲﾘｭｳ 男子 国分ジュニア
男子6年 １００ｍ 131 吉留　佑空(6) ﾖｼﾄﾞﾒ ﾕｳｱ 男子 国分ジュニア
男子6年 １００ｍ 136 宮原　輝大(6) ﾐﾔﾊﾗ ｺｳﾀ 男子 国分ジュニア
男子6年 １００ｍ 137 今村　常介(6) ｲﾏﾑﾗ ｼﾞｮｳｽｹ 男子 国分ジュニア
男子6年 １００ｍ 138 中村　伊吹(6) ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 男子 国分ジュニア
男子6年 １００ｍ 139 神田　倖輝(6) ｶﾝﾀﾞ ｺｳｷ 男子 国分ジュニア
男子6年 １００ｍ 149 吉津　宗一郎(6) ﾖｼﾂ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 米ノ津JAC
男子6年 １００ｍ 153 内野　永和(6) ｳﾁﾉ ﾄﾜ 男子 米ノ津JAC
男子6年 １００ｍ 155 森　陵翔(6) ﾓﾘ ﾘｮｳﾄ 男子 米ノ津JAC
男子6年 １００ｍ 163 上原　克仁(6) ｳｴﾊﾗ ｶﾂﾋﾄ 男子 清水陸上
男子6年 １００ｍ 164 神﨑　蒼一朗(6) ｶﾐｻﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 清水陸上
男子6年 １００ｍ 167 徳田　琉生(6) ﾄｸﾀﾞ ﾙｲ 男子 清水陸上
男子6年 １００ｍ 170 牧野　友祐(6) ﾏｷﾉ ﾕｳｽｹ 男子 清水陸上
男子6年 １００ｍ 181 大平　輝(6) ｵｵﾋﾗ ﾋｶﾙ 男子 下水流陸上
男子6年 １００ｍ 182 有村　音緒(6) ｱﾘﾑﾗ ﾈｵ 男子 下水流陸上
男子6年 １００ｍ 183 平原　圭悟(6) ﾋﾗﾊﾗ ｹｲｺﾞ 男子 下水流陸上
男子6年 １００ｍ 184 松本　蒼唯(6) ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ 男子 下水流陸上
男子6年 １００ｍ 185 石野　蒼絆(6) ｲｼﾉ ｱｵﾊ 男子 下水流陸上
男子6年 １００ｍ 186 宇田　珠輝也(6) ｳﾀﾞ ｼﾞｭｷﾔ 男子 下水流陸上
男子6年 １００ｍ 191 今村　祐人(6) ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾄ 男子 新生ｸﾗﾌﾞ
男子6年 １００ｍ 218 平井　津(6) ﾋﾗｲ ｼﾝ 男子 太陽SC忍者
男子6年 １００ｍ 223 中川　樹(6) ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾂｷ 男子 太陽SC忍者
男子6年 １００ｍ 224 山下　聖貴(6) ﾔﾏｼﾀ ｾｲｷ 男子 太陽SC忍者
男子6年 １００ｍ 259 浦門　海人(6) ｳﾗｶﾄﾞ ｶｲﾄ 男子 太陽SC忍者
男子6年 １００ｍ 261 郡山　虎侍郎(6) ｺｵﾘﾔﾏ ｺｼﾞﾛｳ 男子 太陽SC忍者
男子6年 １００ｍ 265 福田　悠斗(6) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 高尾野陸上
男子6年 １００ｍ 266 福田　凌希(6) ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳｷ 男子 高尾野陸上
男子6年 １００ｍ 267 山口　実津留(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾙ 男子 高尾野陸上
男子6年 １００ｍ 268 西牟田　和志(6) ﾆｼﾑﾀ ｶｽﾞｼ 男子 高尾野陸上
男子6年 １００ｍ 269 森木　佑亮(6) ﾓﾘｷ ﾕｳｽｹ 男子 高尾野陸上
男子6年 １００ｍ 270 尾ノ上　悠(6) ｵﾉｳｴ ﾕｳ 男子 高尾野陸上
男子6年 １００ｍ 271 森本　裕晴(6) ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｾｲ 男子 高尾野陸上
男子6年 １００ｍ 295 秋嶺　瑛太(6) ｱｷﾐﾈ ｴｲﾀ 男子 チェスト伊集院
男子6年 １００ｍ 296 西村　颯人(6) ﾆｼﾑﾗ ﾊﾔﾄ 男子 チェスト伊集院
男子6年 １００ｍ 297 樗木　秀哉(6) ｵﾃｷ ｼｭｳﾔ 男子 チェスト伊集院
男子6年 １００ｍ 301 川畑　龍之介(6) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 チェスト伊集院
男子6年 １００ｍ 303 児玉　龍也(6) ｺﾀﾞﾏ ﾀﾂﾔ 男子 チェスト伊集院
男子6年 １００ｍ 306 德田　綾佑(6) ﾄｸﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 通山陸上
男子6年 １００ｍ 307 岩田　宗一朗(6) ｲﾜﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 通山陸上
男子6年 １００ｍ 308 稲付　伸乃助(6) ｲﾅﾂｷ ｼﾝﾉｽｹ 男子 通山陸上
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男子6年 １００ｍ 312 濱岡　英輝(6) ﾊﾏｵｶ ﾋﾃﾞｷ 男子 通山陸上
男子6年 １００ｍ 316 下薗　佑真(6) ｼﾓｿﾞﾉ ﾕｳﾏ 男子 Ｎｏ１イズミ
男子6年 １００ｍ 324 前野　太遥(6) ﾏｴﾉ ﾀｲﾖｳ 男子 Ｎｏ１ヒオキ
男子6年 １００ｍ 325 坂元　瑛斗(6) ｻｶﾓﾄ ｴｲﾄ 男子 Ｎｏ１ヒオキ
男子6年 １００ｍ 326 木下　暖(6) ｷｼﾀ ﾀﾞﾝ 男子 Ｎｏ１ヒオキ
男子6年 １００ｍ 327 西尾　優之介(6) ﾆｼｵ ﾕｳﾉｽｹ 男子 Ｎｏ１ヒオキ
男子6年 １００ｍ 328 赤瀬川　太陽(6) ｱｶｾｶﾞﾜ ﾀｲﾖｳ 男子 野田陸上
男子6年 １００ｍ 340 二俣　琉唯(6) ﾌﾀﾂﾏﾀ ﾙｲ 男子 春山陸上
男子6年 １００ｍ 341 德永　太智(6) ﾄｸﾅｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 春山陸上
男子6年 １００ｍ 343 重留　廉大(6) ｼｹﾞﾄﾒ ﾚﾝﾀ 男子 春山陸上
男子6年 １００ｍ 345 松元　亮太郎(6) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 春山陸上
男子6年 １００ｍ 374 小枝　慧司(6) ｺｴﾀﾞ ｹｲｼ 男子 東谷山陸上
男子6年 １００ｍ 386 中尾　一心(6) ﾅｶｵ ｲｯｼﾝ 男子 南さつまコミュ
男子6年 １００ｍ 393 二田　永遠(6) ﾌﾀﾀﾞ ﾄﾜ 男子 吉野東陸上



第36回南日本小学生陸上競技大会　エントリーリスト

競技名 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属
男子6年 ８００ｍ 6 宮前　陸玖(6) ﾐﾔﾏｴ ﾘｸ 男子 ISC
男子6年 ８００ｍ 43 浦上　晟(6) ｳﾗｶﾞﾐ ｼﾞｮｳ 男子 EAC
男子6年 ８００ｍ 44 白石　祐麻(6) ｼﾗｲｼ ﾕｳﾏ 男子 EAC
男子6年 ８００ｍ 58 臼山　諒平(6) ｳｽﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 男子 いぶすきSC
男子6年 ８００ｍ 59 堀之内　心音(6) ﾎﾘﾉｳﾁ ｼｵﾝ 男子 いぶすきSC
男子6年 ８００ｍ 78 家弓　龍哉(6) ｶﾕﾐ ﾀﾂﾔ 男子 ＳＣＣ
男子6年 ８００ｍ 89 山下　太聖(6) ﾔﾏｼﾀ ﾀｲｾｲ 男子 Ｎ’ｓrunner
男子6年 ８００ｍ 101 紙屋　綾杜(6) ｶﾐﾔ ｱﾔﾄ 男子 えのアスリート
男子6年 ８００ｍ 108 内匠　一正(6) ﾀｸﾐ ｲｯｾｲ 男子 鹿児島Jr陸上
男子6年 ８００ｍ 117 仮屋　玲(6) ｶﾘﾔ ﾚｲ 男子 串木野西陸上
男子6年 ８００ｍ 127 大山　峻平(6) ｵｵﾔﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 高山Jr陸上
男子6年 ８００ｍ 132 廣原　悠慎(6) ﾋﾛﾊﾗ ﾕｳｼﾝ 男子 国分ジュニア
男子6年 ８００ｍ 133 運天　朝也(6) ｳﾝﾃﾝ ﾄﾓﾅﾘ 男子 国分ジュニア
男子6年 ８００ｍ 158 桑元　迅(6) ｸﾜﾓﾄ ｼﾞﾝ 男子 西光陸上
男子6年 ８００ｍ 165 迫田　暖汰(6) ｻｺﾀﾞ ﾋﾅﾀ 男子 清水陸上
男子6年 ８００ｍ 168 中村　颯(6) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾃ 男子 清水陸上
男子6年 ８００ｍ 197 林　蓮斗(6) ﾊﾔｼ ﾚﾝﾄ 男子 生福陸上
男子6年 ８００ｍ 213 矢野　竜惟(6) ﾔﾉ ﾙｲ 男子 太陽SC忍者
男子6年 ８００ｍ 214 細樅　佳吾(6) ﾎｿﾓﾐ ｹｲｺﾞ 男子 太陽SC忍者
男子6年 ８００ｍ 215 中神　俊祐(6) ﾅｶｶﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 男子 太陽SC忍者
男子6年 ８００ｍ 260 福永　蒼(6) ﾌｸﾅｶﾞ ｱｵｲ 男子 太陽SC忍者
男子6年 ８００ｍ 264 西　梗佑(6) ﾆｼ ｺｳｽｹ 男子 高尾野陸上
男子6年 ８００ｍ 305 田畑　空笑(6) ﾀﾊﾞﾀ ｿｱﾗ 男子 津村陸上
男子6年 ８００ｍ 313 増田　航太(6) ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀ 男子 長島陸上
男子6年 ８００ｍ 329 落　亮和(6) ｵﾁ ｱｷﾄ 男子 野田陸上
男子6年 ８００ｍ 330 水元　蓮大(6) ﾐｽﾞﾓﾄ ﾚｵ 男子 野田陸上
男子6年 ８００ｍ 336 橋野　太志(6) ﾊｼﾉ ﾀｲｼ 男子 羽島陸上
男子6年 ８００ｍ 337 前田　陽向(6) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ 男子 隼人Jr陸上
男子6年 ８００ｍ 344 志賀　大地(6) ｼｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 春山陸上
男子6年 ８００ｍ 365 松尾　章太(6) ﾏﾂｵ ｼｮｳﾀ 男子 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ
男子6年 ８００ｍ 366 久保　心温(6) ｸﾎﾞ ｼｵﾝ 男子 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ
男子6年 ８００ｍ 367 平松　正悠(6) ﾋﾗﾏﾂ ﾏｻﾊﾙ 男子 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ
男子6年 ８００ｍ 372 宮下　二唯琉(6) ﾐﾔｼﾀ ﾆｲﾙ 男子 東谷山陸上
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競技名 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 79 久保　心人(6) ｸﾎﾞ ｼﾝﾄ 男子 ＳＣＣ
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 119 中村　羚逢(6) ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ 男子 串木野西陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 126 萩崎　翼(6) ﾊｷﾞｻｷ ﾂﾊﾞｻ 男子 高山Jr陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 160 東　隼叶(5) ｱｽﾞﾏ ﾊﾔﾄ 男子 さつま柏原
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 234 中島　敦紀(5) ﾅｶｼﾏ ｱﾂﾉﾘ 男子 太陽SC忍者
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 263 田口　惺翔(6) ﾀﾞｸﾞﾁ ｾｲﾄ 男子 高尾野陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 279 久保木　悠介(6) ｸﾎﾞｷ ﾕｳｽｹ 男子 種子島RISE
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 300 田代　大翔(6) ﾀｼﾛ ﾊﾙﾄ 男子 チェスト伊集院
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 304 小屋敷　悠友(6) ｺﾔｼｷ ﾕｳﾄ 男子 チェスト伊集院
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 385 湯面　岬樹(6) ﾕﾒﾝ ﾐｻｷ 男子 南さつまコミュ
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競技名 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 17 前平　煌世(6) ﾏｴﾋﾗ ｺｳｾｲ 男子 あいら陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 18 松原　諒平(6) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾍｲ 男子 あいら陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 19 東　由逞(6) ﾋｶﾞｼ ﾕｲﾄ 男子 あいら陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 23 重留　寛大(6) ｼｹﾞﾄﾒ ｶﾝﾀ 男子 あいら陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 24 今村　剛旗(6) ｲﾏﾑﾗ ｺｳｷ 男子 あいら陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 27 古田　琉馬(6) ﾌﾙﾀ ﾘｭｳﾏ 男子 阿久根陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 28 山口　遼人(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 男子 阿久根陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 29 堂後　侑生(5) ﾄﾞｳｺﾞ ﾕｳｾｲ 男子 阿久根陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 38 淵田　玲亜(6) ﾌﾁﾀﾞ ﾚｲｱ 男子 粟ケ窪Ｊr陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 41 佃　悠翔(5) ﾂｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 粟ケ窪Ｊr陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 46 今村　智将(6) ｲﾏﾑﾗ ﾁｼｮｳ 男子 出水市陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 47 黒田　大翔(6) ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 出水市陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 73 今村　魁(6) ｲﾏﾑﾗ ｶｲ 男子 ＳＣＣ
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 80 吉松　佑真(5) ﾖｼﾏﾂ ﾕｳﾏ 男子 ＳＣＣ
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 81 田邉　詩歩(5) ﾀﾅﾍﾞ ｼｱﾄ 男子 ＳＣＣ
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 82 永野　将史(6) ﾅｶﾞﾉ ﾏｻﾌﾐ 男子 ＳＣＣ
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 105 篠原　玲也(5) ｼﾉﾊﾗ ﾚｲﾔ 男子 折多陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 113 藤本　向陽(5) ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾖｳ 男子 鹿児島Jr陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 128 永野　晴弥(5) ﾅｶﾞﾉ ﾊﾙﾔ 男子 高山Jr陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 134 西重　歩(6) ﾆｼｼｹﾞ ｱﾕﾑ 男子 国分ジュニア
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 135 大嵩　星(6) ｵｵﾀｶ ｾｲ 男子 国分ジュニア
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 154 江川　琥太郎(6) ｴｶﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 男子 米ノ津JAC
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 157 中村　明彦(6) ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ 男子 米ノ津JAC
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 159 戸田　健太郎(5) ﾄﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 さつま柏原
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 162 岩切　健之介(6) ｲﾜｷﾘ ｹﾝﾉｽｹ 男子 清水陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 166 髙城　友妥(6) ﾀｷ ﾄﾓﾔｽ 男子 清水陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 169 肥後　知希(6) ﾋｺﾞ ﾄﾓｷ 男子 清水陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 171 山下　寛太(6) ﾔﾏｼﾀ ｶﾝﾀ 男子 清水陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 172 上園　志音(5) ｳｴｿﾞﾉ ｼｵﾝ 男子 清水陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 173 小薗　勇輝(5) ｺｿﾞﾉ ﾕｳｷ 男子 清水陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 174 髙城　宏眞(5) ﾀｷ ﾋﾛﾏｻ 男子 清水陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 176 脇元　惟吹(5) ﾜｷﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 男子 清水陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 192 井手下　虎太郎(6) ｲﾃﾞｼﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ疾風
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 193 永里　羽琉(6) ﾅｶﾞｻﾄ ﾊﾙ 男子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ疾風
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 212 舞田　和泉(6) ﾏｲﾀ ｲｽﾞﾐ 男子 太陽SC忍者
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 219 山田　一颯(6) ﾔﾏﾀﾞ ｲｯｻ 男子 太陽SC忍者
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 272 森本　俊晴(6) ﾓﾘﾓﾄ ｼｭﾝｾｲ 男子 高尾野陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 280 梶原　快仁(6) ｶｼﾞﾊﾗ ｶｲﾄ 男子 田布施ＳＣ
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 281 前原　励雄(6) ﾏｴﾊﾗ ﾚｵ 男子 田布施ＳＣ
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 286 勝田　天祐(5) ｶﾂﾀﾞ ﾃﾝﾕｳ 男子 チェスト伊集院
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 288 山下　航輝(5) ﾔﾏｼﾀ ｺｳｷ 男子 チェスト伊集院
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 290 國生　悠斗(5) ｺｸｼｮｳ ﾋｻﾄ 男子 チェスト伊集院
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 291 田中　聖也(5) ﾀﾅｶ ｾｲﾔ 男子 チェスト伊集院
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 298 早瀬　翔(6) ﾊﾔｾ ｶｹﾙ 男子 チェスト伊集院
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 299 阿多　詩々朗(6) ｱﾀ ｼｳﾀﾛｳ 男子 チェスト伊集院
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 302 内田　裕人(6) ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾄ 男子 チェスト伊集院
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 335 藤崎　流聖(5) ﾌｼﾞｻｷ ﾘｭｳﾄ 男子 羽島陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 342 前田　駿斗(6) ﾏｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ 男子 春山陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 346 鮫島　篤志(6) ｻﾒｼﾏ ｱﾂｼ 男子 春山陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 347 中村　栄仁(6) ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾄ 男子 春山陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 348 上床　優太(6) ｳﾜﾄｺ ﾕｳﾀ 男子 春山陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 349 小浦　泰我(5) ｺｳﾗ ﾀｲｶﾞ 男子 春山陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 371 山下　正真(6) ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾏ 男子 東谷山陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 373 竹之内　章吾(6) ﾀｹﾉｳﾁ ｼｮｳｺﾞ 男子 東谷山陸上
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 381 山内　大駕(6) ﾔﾏｳﾁ ﾀｲｶﾞ 男子 南九州AC
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 382 有村　栄樹(5) ｱﾘﾑﾗ ｴｲｷ 男子 南九州AC
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 383 太鼓　琉心(5) ﾀｲｺ ﾙｲ 男子 南九州AC
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 387 十田　青空(6) ｼﾞｭｳﾀﾞ ﾊﾙｸ 男子 南さつまコミュ
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 388 木浦　覇琥(6) ｷｳﾗ ﾊｸ 男子 南さつまコミュ
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 389 西　真弘(6) ﾆｼ ﾏﾋﾛ 男子 南さつまコミュ
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 390 西堂路　晃聖(5) ﾆｼﾄﾞｳｼﾞ ｺｳｾｲ 男子 南さつまコミュ
男子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 396 二田　宇宙(5) ﾌﾀﾀﾞ ｿﾗ 男子 吉野東陸上
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競技名 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属
女子4年 １００ｍ 1 岩本　愛美(4) ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅﾐ 女子 ISC
女子4年 １００ｍ 2 小山田　鈴心(4) ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘﾘ 女子 ISC
女子4年 １００ｍ 3 亀山　奏依(4) ｶﾒﾔﾏ ｶﾅｲ 女子 ISC
女子4年 １００ｍ 4 田中　沙優(4) ﾀﾅｶ ｻﾔ 女子 ISC
女子4年 １００ｍ 5 田之畑　望音(4) ﾀﾉﾊﾀ ﾐｵﾝ 女子 ISC
女子4年 １００ｍ 12 近藤　亜紀(4) ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷ 女子 あいら陸上
女子4年 １００ｍ 13 前平　美結(4) ﾏｴﾋﾗ ﾐﾕｳ 女子 あいら陸上
女子4年 １００ｍ 30 桐原　まなか(4) ｷﾘﾊﾗ ﾏﾅｶ 女子 阿久根陸上
女子4年 １００ｍ 31 坂本　らら(4) ｻｶﾓﾄ ﾗﾗ 女子 阿久根陸上
女子4年 １００ｍ 38 三宅　楓香(4) ﾐﾔｹ ﾌｳｶ 女子 粟ケ窪Ｊr陸上
女子4年 １００ｍ 39 石田　麗來(4) ｲｼﾀﾞ ﾗﾗ 女子 粟ケ窪Ｊr陸上
女子4年 １００ｍ 40 嶽　咲希(4) ﾀｹ ｻｷ 女子 粟ケ窪Ｊr陸上
女子4年 １００ｍ 41 下窪　凛琉心(4) ｼﾓｸﾎﾞ ﾘﾙﾊ 女子 粟ケ窪Ｊr陸上
女子4年 １００ｍ 45 浦上　朝乃(4) ｳﾗｶﾞﾐ ｱｻﾉ 女子 EAC
女子4年 １００ｍ 46 下屋敷　芽生(4) ｼﾓﾔｼｷ ﾒｲ 女子 EAC
女子4年 １００ｍ 53 黒田　ひなの(4) ｸﾛﾀﾞ ﾋﾅﾉ 女子 出水市陸上
女子4年 １００ｍ 54 吉田　鈴(4) ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ 女子 出水市陸上
女子4年 １００ｍ 55 山並　陽花(4) ﾔﾏﾅﾐ ﾋﾅ 女子 出水市陸上
女子4年 １００ｍ 56 谷迫　花音(4) ﾀﾆｻｺ ｶﾉﾝ 女子 いぶすきSC
女子4年 １００ｍ 60 横内　真央(4) ﾖｺｳﾁ ﾏｵ 女子 ＳＣＣ
女子4年 １００ｍ 61 鶴田　悠月(4) ﾂﾙﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 ＳＣＣ
女子4年 １００ｍ 62 久木原　吏桜(4) ｸｷﾊﾗ ﾘｵ 女子 ＳＣＣ
女子4年 １００ｍ 63 谷口　愛美(4) ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾐ 女子 ＳＣＣ
女子4年 １００ｍ 64 森　愛優華(4) ﾓﾘ ｱﾕｶ 女子 ＳＣＣ
女子4年 １００ｍ 82 新盛　寧音(4) ｼﾝﾓﾘ ﾈﾈ 女子 えのアスリート
女子4年 １００ｍ 100 緒方　桃子(4) ｵｶﾞﾀ ﾓﾓｺ 女子 大口スイムラン
女子4年 １００ｍ 101 宮ノ前　七愛(4) ﾐﾔﾉﾏｴ ﾅﾅﾐ 女子 大口スイムラン
女子4年 １００ｍ 102 日置　愛月(4) ﾋｵｷ ｱｲﾙ 女子 大口スイムラン
女子4年 １００ｍ 103 川越　琉華(4) ｶﾜｺﾞｴ ﾙｶ 女子 大口スイムラン
女子4年 １００ｍ 104 向江　愛美(4) ﾑｶｴ ﾒｸﾞﾐ 女子 大口スイムラン
女子4年 １００ｍ 105 御書　栞(4) ｺﾞｼｮ ｼｵﾘ 女子 大口スイムラン
女子4年 １００ｍ 118 久保　明夏梨(4) ｸﾎﾞ ｱｶﾘ 女子 鹿児島Jr陸上
女子4年 １００ｍ 119 山下　桃花(4) ﾔﾏｼﾀ ﾓﾓｶ 女子 鹿児島Jr陸上
女子4年 １００ｍ 120 米澤　真凛(4) ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏﾘﾝ 女子 鹿児島Jr陸上
女子4年 １００ｍ 124 下茂　凛香(4) ｼﾓ ﾘﾝｶ 女子 串木野西陸上
女子4年 １００ｍ 125 中村　潮音(4) ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾝ 女子 串木野西陸上
女子4年 １００ｍ 126 大迫　希空(4) ｵｵｻｺ ﾉｱ 女子 串木野西陸上
女子4年 １００ｍ 136 坂口　凛乃(4) ｻｶｸﾞﾁ ﾘﾉ 女子 栗野陸上
女子4年 １００ｍ 137 宮田　佳音(4) ﾐﾔﾀ ｶﾉﾝ 女子 栗野陸上
女子4年 １００ｍ 138 宮田　稀菜(4) ﾐﾔﾀ ｷｲﾅ 女子 栗野陸上
女子4年 １００ｍ 158 有野　礼菜(4) ｱﾘﾉ ﾚﾅ 女子 国分ジュニア
女子4年 １００ｍ 159 廣原　琉衣(4) ﾋﾛﾊﾗ ﾙｲ 女子 国分ジュニア
女子4年 １００ｍ 160 堂園　心桃(4) ﾄﾞｳｿﾞﾉ ｺﾓﾓ 女子 国分ジュニア
女子4年 １００ｍ 161 青山　朋華(4) ｱｵﾔﾏ ﾄﾓｶ 女子 国分ジュニア
女子4年 １００ｍ 162 田島　珠夢(4) ﾀｼﾞﾏ ﾐﾑ 女子 国分ジュニア
女子4年 １００ｍ 166 丸目　深月(4) ﾏﾙﾒ ﾐﾂｷ 女子 米ノ津JAC
女子4年 １００ｍ 167 吹本　結月(4) ﾌｷﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ 女子 米ノ津JAC
女子4年 １００ｍ 168 山本　純蓮(4) ﾔﾏﾓﾄ ｽﾐﾚ 女子 米ノ津JAC
女子4年 １００ｍ 169 吉井　乃愛(4) ﾖｼｲ ﾉｱ 女子 米ノ津JAC
女子4年 １００ｍ 175 德永　安美(4) ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾐ 女子 米ノ津JAC
女子4年 １００ｍ 188 山下　真穂(4) ﾔﾏｼﾀ ﾏﾎ 女子 清水陸上
女子4年 １００ｍ 195 竹ノ脇　咲和(4) ﾀｹﾉﾜｷ ｻﾜ 女子 下水流陸上
女子4年 １００ｍ 196 宮園　結愛(4) ﾐﾔｿﾞﾉ ﾕｱ 女子 下水流陸上
女子4年 １００ｍ 197 今村　心咲(4) ｲﾏﾑﾗ ﾐｻｷ 女子 下水流陸上
女子4年 １００ｍ 198 西鶴　桜宙(4) ﾆｼﾂﾞﾙ ｻﾋﾛ 女子 下水流陸上
女子4年 １００ｍ 209 濵平　爽寧(4) ﾊﾏﾋﾗ ｱｷﾈ 女子 生福陸上
女子4年 １００ｍ 210 有野　ゆいか(4) ｱﾘﾉ ﾕｲｶ 女子 太陽SC忍者
女子4年 １００ｍ 211 川﨑　仁湖(4) ｶﾜｻｷ ﾆｺ 女子 太陽SC忍者
女子4年 １００ｍ 212 貴島　香華(4) ｷｼﾞﾏ ｺﾊﾙ 女子 太陽SC忍者
女子4年 １００ｍ 223 高城　桃那(4) ﾀｷ ﾓﾅ 女子 太陽SC忍者
女子4年 １００ｍ 224 外村　心菜(4) ﾎｶﾑﾗ ｺｺﾅ 女子 太陽SC忍者
女子4年 １００ｍ 228 竹下　羽菜(4) ﾀｹｼﾀ ﾊﾅ 女子 太陽SC忍者
女子4年 １００ｍ 238 久場　美優(4) ｸﾊﾞ ﾐﾕ 女子 太陽SC忍者
女子4年 １００ｍ 239 松原　舞宛(4) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｵﾝ 女子 太陽SC忍者
女子4年 １００ｍ 240 坪山　友理音(4) ﾂﾎﾞﾔﾏ ﾕﾘﾈ 女子 太陽SC忍者
女子4年 １００ｍ 241 長谷川　千惺(4) ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｻﾄ 女子 太陽SC忍者
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女子4年 １００ｍ 242 坂本　梨帆(4) ｻｶﾓﾄ ﾘﾎ 女子 太陽SC忍者
女子4年 １００ｍ 259 浦窪　美佑(4) ｳﾗｸﾎﾞ ﾐﾕ 女子 高尾野陸上
女子4年 １００ｍ 260 小泉　結愛(4) ｺｲｽﾞﾐ ﾕｱ 女子 武岡小
女子4年 １００ｍ 271 竹山　花音(4) ﾀｹﾔﾏ ｶﾉﾝ 女子 津村陸上
女子4年 １００ｍ 273 田原　日菜(4) ﾀﾊﾗ ﾋﾅ 女子 津村陸上
女子4年 １００ｍ 274 前崎　優実(4) ﾏｴｻｷ ﾕｳﾐ 女子 津村陸上
女子4年 １００ｍ 275 中村　葵(4) ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 女子 津村陸上
女子4年 １００ｍ 284 上杉　ゆりあ(4) ｳｴｽｷﾞ ﾕﾘｱ 女子 通山陸上
女子4年 １００ｍ 285 稲付　菜々子(4) ｲﾅﾂｷ ﾅﾅｺ 女子 通山陸上
女子4年 １００ｍ 295 緒垣　奈菜美(4) ｵｶﾞｷ ﾅﾅﾐ 女子 Ｎｏ１ヒオキ
女子4年 １００ｍ 296 下茂　愛理弥(4) ｼﾓ ｱﾘﾔ 女子 Ｎｏ１ヒオキ
女子4年 １００ｍ 297 中　綾音(4) ﾅｶ ｱﾔﾈ 女子 Ｎｏ１ヒオキ
女子4年 １００ｍ 298 倉野　樹里(4) ｸﾗﾉ ｼﾞｭﾘ 女子 Ｎｏ１ヒオキ
女子4年 １００ｍ 299 坂元　安寿(4) ｻｶﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ 女子 Ｎｏ１ヒオキ
女子4年 １００ｍ 314 浦﨑　あかり(4) ｳﾗｻｷ ｱｶﾘ 女子 野田陸上
女子4年 １００ｍ 315 久保　舞佳(4) ｸﾎﾞ ﾏｲｶ 女子 羽島陸上
女子4年 １００ｍ 333 図師　来華(4) ｽﾞｼ ｺﾊﾅ 女子 春山陸上
女子4年 １００ｍ 334 二俣　萌音(4) ﾌﾀﾂﾏﾀ ﾓﾈ 女子 春山陸上
女子4年 １００ｍ 335 前之園　こらん(4) ﾏｴﾉｿﾉ ｺﾗﾝ 女子 春山陸上
女子4年 １００ｍ 336 小浦　ちはる(4) ｺｳﾗ ﾁﾊﾙ 女子 春山陸上
女子4年 １００ｍ 337 福宿　夢結(4) ﾌｸﾔﾄﾞ ﾐｳ 女子 春山陸上
女子4年 １００ｍ 338 小倉　真桜(4) ｵｸﾞﾗ ﾏｵ 女子 春山陸上
女子4年 １００ｍ 348 清水　怜咲(4) ｼﾐｽﾞ ﾚｲｻ 女子 坊津陸上
女子4年 １００ｍ 353 山﨑　麻悠(4) ﾔﾏｻｷ ﾏﾕ 女子 枕崎陸上
女子4年 １００ｍ 356 下西　優摩(4) ｼﾓﾆｼ ﾕｳﾏ 女子 南さつまコミュ
女子4年 １００ｍ 357 當房　智華(4) ﾄｴﾎﾞｳ ﾁｶ 女子 南さつまコミュ
女子4年 １００ｍ 362 有上　心結(4) ｱﾘｳｴ ﾐﾕ 女子 南さつまコミュ
女子4年 １００ｍ 365 橋口　藍海(4) ﾊｼｸﾞﾁ ｱｲﾐ 女子 南さつまコミュ
女子4年 １００ｍ 375 図師　心結(4) ｽﾞｼ ﾐﾕ 女子 吉野東陸上
女子4年 １００ｍ 376 白井　美優紀(4) ｼﾗｲ ﾐﾕｷ 女子 吉野東陸上
女子4年 １００ｍ 377 東　胡樂(4) ﾋｶﾞｼ ｳﾀ 女子 吉野東陸上
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競技名 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属
女子5年 １００ｍ 6 中村　夏希(5) ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 女子 ISC
女子5年 １００ｍ 8 肥後　椿(5) ﾋｺﾞ ﾂﾊﾞｷ 女子 ISC
女子5年 １００ｍ 10 松尾　紗花(5) ﾏﾂｵ ｻﾔｶ 女子 ISC
女子5年 １００ｍ 11 松清　唄子(5) ﾏﾂｷﾖ ｳﾀｺ 女子 ISC
女子5年 １００ｍ 22 楠田　ゆうな(5) ｸｽﾀﾞ ﾕｳﾅ 女子 阿久根陸上
女子5年 １００ｍ 23 小園　紗弥(5) ｺｿﾞﾉ ｻﾔ 女子 阿久根陸上
女子5年 １００ｍ 25 白坂　美月(5) ｼﾗｻｶ ﾐﾂｷ 女子 阿久根陸上
女子5年 １００ｍ 26 出口　わかば(5) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜｶﾊﾞ 女子 阿久根陸上
女子5年 １００ｍ 27 中野　聖羅(5) ﾅｶﾉ ｾｲﾗ 女子 阿久根陸上
女子5年 １００ｍ 28 松木　愛蓮(5) ﾏﾂｷ ｴﾚﾝ 女子 阿久根陸上
女子5年 １００ｍ 29 若松　采和(5) ﾜｶﾏﾂ ｻﾜ 女子 阿久根陸上
女子5年 １００ｍ 34 盛迫　羚奈(5) ﾓﾘｻｺ ﾚｲﾅ 女子 粟ケ窪Ｊr陸上
女子5年 １００ｍ 35 粟ケ窪　由愛(5) ｱﾜｶﾞｸﾎﾞ ﾕﾒ 女子 粟ケ窪Ｊr陸上
女子5年 １００ｍ 50 宅間　日向子(5) ﾀｸﾏ ﾋﾅｺ 女子 出水市陸上
女子5年 １００ｍ 59 濵田　侑花(5) ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｶ 女子 ウイングAC
女子5年 １００ｍ 65 山畑　未来(5) ﾔﾏﾊﾀ ﾐﾗｲ 女子 ＳＣＣ
女子5年 １００ｍ 66 濱田　望来(5) ﾊﾏﾀﾞ ﾐｸ 女子 ＳＣＣ
女子5年 １００ｍ 67 安達　優芽(5) ｱﾀﾞﾁ ﾕﾒ 女子 ＳＣＣ
女子5年 １００ｍ 68 帖佐　菜甫(5) ﾁｮｳｻ ﾅﾎ 女子 ＳＣＣ
女子5年 １００ｍ 69 満尾　佑菜(5) ﾐﾂｵ ﾕｳﾅ 女子 ＳＣＣ
女子5年 １００ｍ 81 武藤　あんり(5) ﾑﾄｳ ｱﾝﾘ 女子 ＳＣＣ
女子5年 １００ｍ 83 福嶋　七海(5) ﾌｸｼﾏ ﾅﾅﾐ 女子 えのアスリート
女子5年 １００ｍ 84 岡本　莉央(5) ｵｶﾓﾄ ﾘｵ 女子 えのアスリート
女子5年 １００ｍ 94 有川　紗和(5) ｱﾘｶﾜ ｻﾜ 女子 大口スイムラン
女子5年 １００ｍ 95 中島　花梨(5) ﾅｶｼﾏ ｶﾘﾝ 女子 大口スイムラン
女子5年 １００ｍ 96 安田　礼奈(5) ﾔｽﾀﾞ ﾚﾅ 女子 大口スイムラン
女子5年 １００ｍ 97 蓑田　ゆり奈(5) ﾐﾉﾀﾞ ﾕﾘﾅ 女子 大口スイムラン
女子5年 １００ｍ 99 大塚　優菜(5) ｵｵﾂｶ ﾕﾅ 女子 大口スイムラン
女子5年 １００ｍ 110 前平　愛華(5) ﾏｴﾋﾗ ｱｲｶ 女子 折多陸上
女子5年 １００ｍ 113 田平　莉子(5) ﾀﾋﾞﾗ ﾘｺ 女子 鹿児島Jr陸上
女子5年 １００ｍ 114 丸野　愛梨(5) ﾏﾙﾉ ｱｲﾘ 女子 鹿児島Jr陸上
女子5年 １００ｍ 133 新園　ゆあ(5) ﾆｲｿﾞﾉ ﾕｱ 女子 栗野陸上
女子5年 １００ｍ 134 松山　花南(5) ﾏﾂﾔﾏ ｶﾅﾝ 女子 栗野陸上
女子5年 １００ｍ 135 脇田　凜音(5) ﾜｷﾀ ﾘｵﾝ 女子 栗野陸上
女子5年 １００ｍ 139 中窪　満ちる(5) ﾅｶｸﾎﾞ ﾐﾁﾙ 女子 高山Jr陸上
女子5年 １００ｍ 140 駿河崎　美凪(5) ｽﾙｶﾞｻｷ ﾐﾅ 女子 高山Jr陸上
女子5年 １００ｍ 141 上園　美羽(5) ｶﾐｿﾞﾉ ﾐｳ 女子 高山Jr陸上
女子5年 １００ｍ 155 細山田　瑠奈(5) ﾎｿﾔﾏﾀﾞ ﾙﾅ 女子 国分ジュニア
女子5年 １００ｍ 156 一條　すみれ(5) ｲﾁｼﾞｮｳ ｽﾐﾚ 女子 国分ジュニア
女子5年 １００ｍ 157 久保　美優(5) ｸﾎﾞ ﾐﾕｳ 女子 国分ジュニア
女子5年 １００ｍ 163 木島　礼香(5) ｷｼﾞﾏ ｱﾔｶ 女子 国分小
女子5年 １００ｍ 164 岩井　琴美(5) ｲﾜｲ ｺﾄﾐ 女子 米ノ津JAC
女子5年 １００ｍ 165 渡邉　音彩(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｱ 女子 米ノ津JAC
女子5年 １００ｍ 183 徳永　龍奈(5) ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｭｳﾅ 女子 さつま柏原
女子5年 １００ｍ 185 尾曲　清子(5) ｵﾏｶﾞﾘ ｻﾔｺ 女子 清水陸上
女子5年 １００ｍ 186 山道　琴美(5) ﾔﾏﾐﾁ ｺﾄﾐ 女子 清水陸上
女子5年 １００ｍ 187 米園　桜希(5) ﾖﾈｿﾞﾉ ｻｷ 女子 清水陸上
女子5年 １００ｍ 194 廣瀬　ほのか(5) ﾋﾛｾ ﾎﾉｶ 女子 下水流陸上
女子5年 １００ｍ 201 永田　莉奈(5) ﾅｶﾞﾀ ﾘﾅ 女子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ疾風
女子5年 １００ｍ 202 山下　莉央(5) ﾔﾏｼﾀ ﾘｵ 女子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ疾風
女子5年 １００ｍ 203 千々和　心(5) ﾁﾁﾞﾜ ｺｺ 女子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ疾風
女子5年 １００ｍ 204 福島　ゆな(5) ﾌｸｼﾏ ﾕﾅ 女子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ疾風
女子5年 １００ｍ 205 南畝　志保(5) ﾉｳﾈﾝ ｼﾎ 女子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ疾風
女子5年 １００ｍ 213 重久　莉李奈(5) ｼｹﾞﾋｻ ﾘﾘﾅ 女子 太陽SC忍者
女子5年 １００ｍ 214 廣津　咲希(5) ﾋﾛﾂ ｻｷ 女子 太陽SC忍者
女子5年 １００ｍ 215 揚野　浩子(5) ｱｹﾞﾉ ﾋﾛｺ 女子 太陽SC忍者
女子5年 １００ｍ 222 濱田　美南海(5) ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ 女子 太陽SC忍者
女子5年 １００ｍ 225 温水　海結(5) ﾇｸﾐｽﾞ ﾐﾕ 女子 太陽SC忍者
女子5年 １００ｍ 229 小西　楓乃(5) ｺﾆｼ ｶﾉ 女子 太陽SC忍者
女子5年 １００ｍ 230 藤田　寧々(5) ﾌｼﾞﾀ ﾈﾈ 女子 太陽SC忍者
女子5年 １００ｍ 231 米永　嬉衣(5) ﾖﾈﾅｶﾞ ｷｲ 女子 太陽SC忍者
女子5年 １００ｍ 236 田野　日葵(5) ﾀﾉ ｱｵｲ 女子 太陽SC忍者
女子5年 １００ｍ 237 向井　小夏(5) ﾑｶｲ ｺﾅﾂ 女子 太陽SC忍者
女子5年 １００ｍ 243 馬渡　美歩(5) ﾏﾜﾀﾘ ﾐﾎ 女子 太陽SC忍者
女子5年 １００ｍ 244 東瀬戸　姫桜萌(5) ﾋｶﾞｼｾﾄ ﾒﾙﾓ 女子 太陽SC忍者
女子5年 １００ｍ 245 中村　百々花(5) ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ 女子 太陽SC忍者
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女子5年 １００ｍ 246 竹宮　一花(5) ﾀｹﾐﾔ ｲﾁｶ 女子 太陽SC忍者
女子5年 １００ｍ 247 永吉　陽美(5) ﾅｶﾞﾖｼ ﾐﾅﾐ 女子 太陽SC忍者
女子5年 １００ｍ 256 小田原　心春(5) ｵﾀﾞﾊﾗ ｺﾊﾙ 女子 高尾野陸上
女子5年 １００ｍ 257 宮武　音鈴(5) ﾐﾔﾀｹ ﾈﾈ 女子 高尾野陸上
女子5年 １００ｍ 258 宮野　心寧(5) ﾐﾔﾉ ｺｺﾈ 女子 高尾野陸上
女子5年 １００ｍ 278 佐々木　璃緒奈(5) ｻｻｷ ﾘｵﾅ 女子 通山陸上
女子5年 １００ｍ 279 立山　瑠華(5) ﾀﾃﾔﾏ ﾙｶ 女子 通山陸上
女子5年 １００ｍ 280 鉾立　愛莉(5) ﾎｺﾀﾃ ｱｲﾘ 女子 通山陸上
女子5年 １００ｍ 281 湯川　穂実(5) ﾕｶﾜ ﾎﾉﾐ 女子 通山陸上
女子5年 １００ｍ 282 今西　彩友華(5) ｲﾏﾆｼ ｱﾕｶ 女子 通山陸上
女子5年 １００ｍ 283 宮原　琉華(5) ﾐﾔﾊﾗ ﾙｶ 女子 通山陸上
女子5年 １００ｍ 291 江口　凛花(5) ｴｸﾞﾁ ﾘﾝｶ 女子 長島陸上
女子5年 １００ｍ 292 竹中　涼菜(5) ﾀｹﾅｶ ｽｽﾞﾅ 女子 長島陸上
女子5年 １００ｍ 300 福田　愛(5) ﾌｸﾀﾞ ﾏﾅ 女子 Ｎｏ１ヒオキ
女子5年 １００ｍ 301 河野　美和(5) ｺｳﾉ ﾐﾜ 女子 Ｎｏ１ヒオキ
女子5年 １００ｍ 302 森　耀子(5) ﾓﾘ ﾖｳｺ 女子 Ｎｏ１ヒオキ
女子5年 １００ｍ 303 永井　凜凪(5) ﾅｶﾞｲ ﾘｲﾅ 女子 Ｎｏ１ヒオキ
女子5年 １００ｍ 304 古市　愛聖(5) ﾌﾙｲﾁ ﾏﾅﾐ 女子 Ｎｏ１ヒオキ
女子5年 １００ｍ 305 森山　心月(5) ﾓﾘﾔﾏ ｼﾂﾞｷ 女子 Ｎｏ１ヒオキ
女子5年 １００ｍ 316 福薗　柑菜(5) ﾌｸｿﾞﾉ ｶﾝﾅ 女子 羽島陸上
女子5年 １００ｍ 322 東山　若葉(5) ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾜｶﾊﾞ 女子 隼人Jr陸上
女子5年 １００ｍ 323 前田　麗(5) ﾏｴﾀﾞ ｳﾗﾗ 女子 隼人Jr陸上
女子5年 １００ｍ 324 南　心遥(5) ﾐﾅﾐ ｺﾊﾙ 女子 隼人Jr陸上
女子5年 １００ｍ 326 福永　愛呼(5) ﾌｸﾅｶﾞ ｱｺ 女子 春山陸上
女子5年 １００ｍ 327 佐多　茉奈美(5) ｻﾀ ﾏﾅﾐ 女子 春山陸上
女子5年 １００ｍ 328 上原　咲音(5) ｳｴﾊﾗ ｻﾔﾈ 女子 春山陸上
女子5年 １００ｍ 331 小倉　成美(5) ｵｸﾞﾗ ﾅﾙﾐ 女子 春山陸上
女子5年 １００ｍ 332 永井　咲蘭(5) ﾅｶﾞｲ ｻｸﾗ 女子 春山陸上
女子5年 １００ｍ 345 畠田　殊実(5) ﾊﾀｹﾀﾞ ｺﾄﾐ 女子 東谷山陸上
女子5年 １００ｍ 352 有村　俐亜羅(5) ｱﾘﾑﾗ ﾘｱﾗ 女子 枕崎陸上
女子5年 １００ｍ 361 鮎川　蘭(5) ｱﾕｶﾜ ﾗﾝ 女子 南さつまコミュ
女子5年 １００ｍ 371 深野　小春(5) ﾌｶﾉ ｺﾊﾙ 女子 吉野東陸上
女子5年 １００ｍ 372 櫨山　和奏(5) ﾊｾﾞﾔﾏ ﾜｶﾅ 女子 吉野東陸上
女子5年 １００ｍ 373 堀切　琳心(5) ﾎﾘｷﾘ ﾘﾝｺﾞ 女子 吉野東陸上
女子5年 １００ｍ 374 三好　香凛(5) ﾐﾖｼ ｶﾘﾝ 女子 吉野東陸上
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競技名 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属
女子6年 １００ｍ 9 福添　椛杏(6) ﾌｸｿﾞｴ ﾓﾓ 女子 ISC
女子6年 １００ｍ 17 上野　亜暢(6) ｳｴﾉ ｱﾉﾝ 女子 阿久根陸上
女子6年 １００ｍ 20 宮原　瑠奈(6) ﾐﾔﾊﾗ ﾙﾅ 女子 阿久根陸上
女子6年 １００ｍ 42 羽子田　暖(6) ﾊﾈﾀ ﾉﾝ 女子 EAC
女子6年 １００ｍ 47 大園　莉子(6) ｵｵｿﾞﾉ ﾘｺ 女子 出水市陸上
女子6年 １００ｍ 70 久保　まおな(6) ｸﾎﾞ ﾏｵﾅ 女子 ＳＣＣ
女子6年 １００ｍ 71 南郷　葵遊(6) ﾅﾝｺﾞｳ ｱﾕ 女子 ＳＣＣ
女子6年 １００ｍ 72 久森　玲美(6) ﾋｻﾓﾘ ﾚﾐ 女子 ＳＣＣ
女子6年 １００ｍ 73 東　由美乃(6) ﾋｶﾞｼ ﾕﾐﾉ 女子 ＳＣＣ
女子6年 １００ｍ 74 中馬　瑠那(6) ﾁｭｳﾏﾝ ﾙﾅ 女子 ＳＣＣ
女子6年 １００ｍ 87 伊藤　未来(6) ｲﾄｳ ﾐｸ 女子 えのアスリート
女子6年 １００ｍ 88 上新　衣奈(6) 上新 ｴﾅ 女子 えのアスリート
女子6年 １００ｍ 89 木山　麗来(6) ｷﾔﾏ ﾚｲﾗ 女子 えのアスリート
女子6年 １００ｍ 91 田上　葉夕(6) ﾀﾉｳｴ ﾊﾕ 女子 えのアスリート
女子6年 １００ｍ 127 堂後　めいる(6) ﾄﾞｳｺﾞ ﾒｲﾙ 女子 隈之城
女子6年 １００ｍ 128 岩下　心(6) ｲﾜｼﾀ ｺｺﾛ 女子 栗野陸上
女子6年 １００ｍ 129 神田　愛果(6) ｶﾝﾀﾞ ﾏﾅｶ 女子 栗野陸上
女子6年 １００ｍ 130 坂口　優凜(6) ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾘ 女子 栗野陸上
女子6年 １００ｍ 131 正竹　琉愛(6) ｼｮｳﾁｸ ﾘｱ 女子 栗野陸上
女子6年 １００ｍ 143 吉屋　優希乃(6) ﾖｼﾔ ﾕｷﾉ 女子 国分ジュニア
女子6年 １００ｍ 144 長野　由奈(6) ﾅｶﾞﾉ ﾕﾅ 女子 国分ジュニア
女子6年 １００ｍ 146 四位　栞奈(6) ｼｲ ｶﾝﾅ 女子 国分ジュニア
女子6年 １００ｍ 147 酒匂　椿妃(6) ｻｺｳ ﾂﾊﾞｷ 女子 国分ジュニア
女子6年 １００ｍ 148 濵田　彩華(6) ﾊﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 女子 国分ジュニア
女子6年 １００ｍ 151 堀永　陽南(6) ﾎﾘﾅｶﾞ ﾋﾅ 女子 国分ジュニア
女子6年 １００ｍ 154 二田　茜音(6) ﾆﾀ ｱｶﾈ 女子 国分ジュニア
女子6年 １００ｍ 170 宇藤　くらら(6) ｳﾄｳ ｸﾗﾗ 女子 米ノ津JAC
女子6年 １００ｍ 171 外　菜摘(6) ﾎｶ ﾅﾂﾐ 女子 米ノ津JAC
女子6年 １００ｍ 172 宇藤　彩乃(6) ｳﾄｳ ｱﾔﾉ 女子 米ノ津JAC
女子6年 １００ｍ 178 村田　桃花(6) ﾑﾗﾀ ﾓﾓｶ 女子 さつま柏原
女子6年 １００ｍ 189 井上　琳華(6) ｲﾉｳｴ ﾘﾝｶ 女子 下水流陸上
女子6年 １００ｍ 190 竹ノ脇　花帆(6) ﾀｹﾉﾜｷ ｶﾎ 女子 下水流陸上
女子6年 １００ｍ 193 小泉　菜南子(6) ｺｲｽﾞﾐ ﾅﾅｺ 女子 下水流陸上
女子6年 １００ｍ 199 永田　橙咲(6) ﾅｶﾞﾀ ﾄｴ 女子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ疾風
女子6年 １００ｍ 216 原村　真夏(6) ﾊﾗﾑﾗ ﾏﾅ 女子 太陽SC忍者
女子6年 １００ｍ 217 重久　愛依奈(6) ｼｹﾞﾋｻ ｱｲﾅ 女子 太陽SC忍者
女子6年 １００ｍ 220 桂原　理子(6) ｶﾂﾊﾗ ﾘｺ 女子 太陽SC忍者
女子6年 １００ｍ 221 渡邉　智絵理(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｴﾘ 女子 太陽SC忍者
女子6年 １００ｍ 226 藤﨑　真凛(6) ﾌｼﾞｻｷ ﾏﾘﾝ 女子 太陽SC忍者
女子6年 １００ｍ 227 高城　柚那(6) ﾀｷ ﾕﾅ 女子 太陽SC忍者
女子6年 １００ｍ 233 竹下　恋羽(6) ﾀｹｼﾀ ｺﾊﾈ 女子 太陽SC忍者
女子6年 １００ｍ 235 井上　京佳(6) ｲﾉｳｴ ｷｮｳｶ 女子 太陽SC忍者
女子6年 １００ｍ 248 水流　心晴(6) ﾂﾙ ｺﾊﾙ 女子 太陽SC忍者
女子6年 １００ｍ 249 野添　優古(6) ﾉｿﾞｴ ﾕｳｺ 女子 太陽SC忍者
女子6年 １００ｍ 251 稲留　潤美(6) ｲﾅﾄﾞﾒ ｳﾙﾐ 女子 太陽SC忍者
女子6年 １００ｍ 252 奥山　沙絵(6) ｵｸﾔﾏ ｻｴ 女子 太陽SC忍者
女子6年 １００ｍ 253 川上　茉桜(6) ｶﾜｶﾐ ﾏｵ 女子 高尾野陸上
女子6年 １００ｍ 255 金丸　亜湖(6) ｶﾈﾏﾙ ｱｺ 女子 高尾野陸上
女子6年 １００ｍ 264 上石坂　百梨(6) ｶﾐｲｼｻﾞｶ ﾕﾘ 女子 チェスト伊集院
女子6年 １００ｍ 267 赤木　結美(6) ｱｶｷﾞ ﾕﾐ 女子 チェスト伊集院
女子6年 １００ｍ 269 竹山　南々子(6) ﾀｹﾔﾏ ﾅﾅｺ 女子 津村陸上
女子6年 １００ｍ 272 田原　果歩(6) ﾀﾊﾗ ｶﾎ 女子 津村陸上
女子6年 １００ｍ 276 新島　妃奈那(6) ﾆｲｼﾏ ﾋﾅﾀ 女子 津村陸上
女子6年 １００ｍ 277 南　優希(6) ﾐﾅﾐ ﾕｷ 女子 通山陸上
女子6年 １００ｍ 293 豊田　真央(6) ﾄﾖﾀﾞ ﾏｵ 女子 長島陸上
女子6年 １００ｍ 306 小屋敷　聖菜(6) ｺﾔｼｷ ｾﾅ 女子 Ｎｏ１ヒオキ
女子6年 １００ｍ 307 吉峯　明澄(6) ﾖｼﾐﾈ ｱｽﾐ 女子 Ｎｏ１ヒオキ
女子6年 １００ｍ 308 西　音葉(6) ﾆｼ ｵﾄﾊ 女子 Ｎｏ１ヒオキ
女子6年 １００ｍ 309 中　梨緒奈(6) ﾅｶ ﾘｵﾅ 女子 Ｎｏ１ヒオキ
女子6年 １００ｍ 310 宮園　美多(6) ﾐﾔｿﾞﾉ ﾐｵ 女子 Ｎｏ１ヒオキ
女子6年 １００ｍ 311 田嶋　結月(6) ﾀｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 女子 Ｎｏ１ヒオキ
女子6年 １００ｍ 312 浦﨑　ひより(6) ｳﾗｻｷ ﾋﾖﾘ 女子 野田陸上
女子6年 １００ｍ 313 小園　実結(6) ｺｿﾞﾉ ﾐﾕ 女子 野田陸上
女子6年 １００ｍ 318 横村　春花(6) ﾖｺﾑﾗ ﾊﾙｶ 女子 隼人Jr陸上
女子6年 １００ｍ 325 新川　絢香(6) ｼﾝｶﾜ ｱﾔｶ 女子 春山陸上
女子6年 １００ｍ 343 古屋敷　愛美(6) ﾌﾙﾔｼｷ ｱﾐ 女子 東谷山陸上
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女子6年 １００ｍ 347 松永　芽依(6) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾒｲ 女子 別府陸上
女子6年 １００ｍ 349 栗野　えみ(6) ｸﾘﾉ ｴﾐ 女子 坊津陸上
女子6年 １００ｍ 350 田野尻　沙月(6) ﾀﾉｼﾘ ｻﾂｷ 女子 枕崎陸上
女子6年 １００ｍ 351 大田　梨織(6) ｵｵﾀ ﾘｵ 女子 枕崎陸上
女子6年 １００ｍ 354 廣澤　伶佳(6) ﾋﾛｻﾜ ﾘｮｳｶ 女子 南九州AC
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競技名 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属
女子6年 ８００ｍ 16 野村　凜乃(6) ﾉﾑﾗ ﾘﾉ 女子 あいら陸上
女子6年 ８００ｍ 43 重森　瞳(6) ｼｹﾞﾓﾘ ﾋﾄﾐ 女子 EAC
女子6年 ８００ｍ 44 南原　爽來(6) ﾐﾅﾐﾊﾗ ｿﾗ 女子 EAC
女子6年 ８００ｍ 57 池端　ゆめ(6) ｲｹﾊﾞﾀ ﾕﾒ 女子 いぶすきSC
女子6年 ８００ｍ 58 川畑　智咲(6) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾁｻｷ 女子 いぶすきSC
女子6年 ８００ｍ 75 櫨元　美波(6) ﾊｾﾞﾓﾄ ﾐﾅﾐ 女子 ＳＣＣ
女子6年 ８００ｍ 85 内　紬嘉(6) ｳﾁ ｼﾞｭｶ 女子 えのアスリート
女子6年 ８００ｍ 86 辻　華音(6) ﾂｼﾞ ｶﾉﾝ 女子 えのアスリート
女子6年 ８００ｍ 149 柏木　心陽(6) ｶｼﾜｷﾞ ｺﾊﾙ 女子 国分ジュニア
女子6年 ８００ｍ 152 宗岡　真生(6) ﾑﾈｵｶ ﾏｵ 女子 国分ジュニア
女子6年 ８００ｍ 177 田中　瑞希(6) ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 女子 さつま柏原
女子6年 ８００ｍ 191 中島　絢音(6) ﾅｶｼﾏ ｱﾔﾈ 女子 下水流陸上
女子6年 ８００ｍ 192 田上　奈那(6) ﾀﾉｳｴ ﾅﾅ 女子 下水流陸上
女子6年 ８００ｍ 206 神田　凜桜(6) ｶﾝﾀﾞ ﾘｵ 女子 生福陸上
女子6年 ８００ｍ 290 内田　陽菜(6) ｳﾁﾀﾞ ﾋﾅ 女子 長島陸上
女子6年 ８００ｍ 319 福永　麻央(6) ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｵ 女子 隼人Jr陸上
女子6年 ８００ｍ 320 永田　月奈(6) ﾅｶﾞﾀ ﾙﾅ 女子 隼人Jr陸上
女子6年 ８００ｍ 339 赤﨑　凛(6) ｱｶｻｷ ﾘﾝ 女子 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ
女子6年 ８００ｍ 340 丸田　千陽(6) ﾏﾙﾀ ﾁｱｷ 女子 東市来ﾗﾝﾅｰｽﾞ
女子6年 ８００ｍ 341 小坂元　くらら(6) ｺｻｶﾓﾄ ｸﾗﾗ 女子 東谷山陸上
女子6年 ８００ｍ 358 中原　あおい(6) ﾅｶﾊﾗ ｱｵｲ 女子 南さつまコミュ
女子6年 ８００ｍ 359 橋口　ゆかり(6) ﾊｼｸﾞﾁ ﾕｶﾘ 女子 南さつまコミュ
女子6年 ８００ｍ 360 大江　涼乃(6) ｵｵｴ ｽｽﾞﾉ 女子 南さつまコミュ
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競技名 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 7 中村　夢亜(6) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｱ 女子 ISC
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 14 岡元　瑚音愛(5) ｵｶﾓﾄ ｺﾄｱ 女子 あいら陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 18 高口　永恋(6) ﾀｶｸﾞﾁ ｴﾚﾝ 女子 阿久根陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 19 西園　麻央(6) ﾆｼｿﾞﾉ ﾏｵ 女子 阿久根陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 48 平山　莉惟子(5) ﾋﾗﾔﾏ ﾘｲｺ 女子 出水市陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 49 古城　未久(5) ﾌﾙｼﾞｮｳ ﾐｸ 女子 出水市陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 76 清藤　梨央(5) ｷﾖﾌｼﾞ ﾘｵ 女子 ＳＣＣ
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 77 西　美結(5) ﾆｼ ﾐﾕ 女子 ＳＣＣ
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 90 牧山　結音(6) ﾏｷﾔﾏ ﾕｲﾈ 女子 えのアスリート
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 93 竪山　はりる(6) ﾀﾃﾔﾏ ﾊﾘﾙ 女子 大口スイムラン
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 98 有郷　莉麻(5) ｱﾘｺﾞｳ ﾘﾏ 女子 大口スイムラン
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 111 宮原　舞帆(6) ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾏﾎ 女子 鹿児島Jr陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 115 宮野　姫葉(5) ﾐﾔﾉ ﾋﾒﾊ 女子 鹿児島Jr陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 116 内ノ倉　千帆(5) ｳﾁﾉｸﾗ ﾁﾎ 女子 鹿児島Jr陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 117 塗木　淳菜(5) ﾇﾙｷ ｼﾞｭﾝﾅ 女子 鹿児島Jr陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 121 橋之口　絢香(6) ﾊｼﾉｸﾁ ｱﾔｶ 女子 串木野西陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 142 中原　梨乃(6) ﾅｶﾊﾗ ﾘﾉ 女子 高山Jr陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 173 山内　花夏(6) ﾔﾏｳﾁ ﾊﾅ 女子 米ノ津JAC
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 179 中山　綾音(5) ﾅｶﾔﾏ ｱﾔﾈ 女子 さつま柏原
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 180 西之原　千花(5) ﾆｼﾉﾊﾗ ﾁﾊﾅ 女子 さつま柏原
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 181 東郷　望憂(5) ﾄｳｺﾞｳ ﾐﾕ 女子 さつま柏原
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 182 外園　唯花(5) ﾎｶｿﾞﾉ ﾕｲｶ 女子 さつま柏原
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 232 中島　桜(6) ﾅｶｼﾏ ｻｸﾗ 女子 太陽SC忍者
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 234 西薗　幸来(6) ﾆｼｿﾞﾉ ｻﾗ 女子 太陽SC忍者
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 265 安部　暖乃花(6) ｱﾍﾞ ﾉﾉﾊ 女子 チェスト伊集院
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 266 鬼塚　梨衣(6) ｵﾆﾂｶ ﾘｲ 女子 チェスト伊集院
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 268 池畑　美優(6) ｲｹﾊﾀ ﾐﾕ 女子 チェスト伊集院
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 270 竹山　梨理香(6) ﾀｹﾔﾏ ﾘﾘｶ 女子 津村陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 317 岩下　涼音(6) ｲﾜｼﾀ ｽｽﾞﾈ 女子 隼人Jr陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 321 仲間　由稀(6) ﾅｶﾏ ﾕｷ 女子 隼人Jr陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 364 橋口　友那(6) ﾊｼｸﾞﾁ ﾕﾅ 女子 南さつまコミュ
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競技名 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 15 臼井　七星(6) ｳｽｲ ﾅﾅｾ 女子 あいら陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 21 太田　理瑚(5) ｵｵﾀ ﾘｺ 女子 阿久根陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 24 猿楽　心美(5) ｻﾙｶﾞｸ ｺｺﾐ 女子 阿久根陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 32 三宅　美桜(6) ﾐﾔｹ ﾐｵ 女子 粟ケ窪Ｊr陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 33 田中　誇羽(6) ﾀﾅｶ ｺﾊﾈ 女子 粟ケ窪Ｊr陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 36 西迫　心優(5) ﾆｼｻﾞｺ ﾐﾕ 女子 粟ケ窪Ｊr陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 37 櫨木　凛(5) ﾊｾﾞｷ ﾘﾝ 女子 粟ケ窪Ｊr陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 51 山床　静菜(5) ﾔﾏﾄｺ ｼｽﾞﾅ 女子 出水市陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 52 菅牟田　莉咲(5) ｽｶﾞﾑﾀ ﾘｻ 女子 出水市陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 78 加藤　愛唯(5) ｶﾄｳ ﾒｲ 女子 ＳＣＣ
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 79 吉浦　未彩希(6) ﾖｼｳﾗ ﾐｻｷ 女子 ＳＣＣ
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 80 鶴田　瞳月(6) ﾂﾙﾀﾞ ｱｲﾙ 女子 ＳＣＣ
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 92 上石坂　明歩(6) ｶﾐｲｼｻﾞｶ ｱｷﾎ 女子 大口スイムラン
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 106 角中　優希美(6) ｶｸﾅｶ ﾕｷﾐ 女子 折多陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 107 上野　瑠夏(5) ｳｴﾉ ﾙｶ 女子 折多陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 108 大井園　璃音(5) ｵｵｲｿﾞﾉ ﾘﾉﾝ 女子 折多陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 109 肱黒　陽真里(5) ﾋｼﾞｸﾛ ﾋﾏﾘ 女子 折多陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 112 中村　侑愛(6) ﾅｶﾑﾗ ﾕﾅ 女子 鹿児島Jr陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 122 勝田　乙葉(5) ｶﾂﾀﾞ ｵﾄﾊ 女子 串木野西陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 123 川口　遥加(5) ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 女子 串木野西陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 132 松山　花栄(6) ﾏﾂﾔﾏ ﾊﾅｴ 女子 栗野陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 145 堂園　心花(6) ﾄﾞｳｿﾞﾉ ｺﾊﾅ 女子 国分ジュニア
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 150 中馬　優愛(6) ﾁｭｳﾏﾝ ﾕｳｱ 女子 国分ジュニア
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 153 吉留　悠未(6) ﾖｼﾄﾞﾒ ﾊﾙﾅ 女子 国分ジュニア
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 174 時吉　心愛(6) ﾄｷﾖｼ ｺｺｱ 女子 米ノ津JAC
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 176 前田　美沙(6) ﾏｴﾀﾞ ﾐｻ 女子 さつま柏原
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 184 東　萌加(6) ﾋｶﾞｼ ﾓｶ 女子 清水陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 200 永田　万理香(6) ﾅｶﾞﾀ ﾏﾘｶ 女子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ疾風
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 207 村田　祐絆(6) ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾅ 女子 生福陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 208 松田　咲羽(5) ﾏﾂﾀﾞ ｻﾜ 女子 生福陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 218 上福　遥夏(6) ｶﾐﾌｸ ﾊﾙｶ 女子 太陽SC忍者
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 219 有野　れんか(6) ｱﾘﾉ ﾚﾝｶ 女子 太陽SC忍者
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 250 山内　結彩(6) ﾔﾏｳﾁ ﾕｲ 女子 太陽SC忍者
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 254 冨満　彩輝(6) ﾄﾐﾐﾂ ｻｷ 女子 高尾野陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 261 中拾石　理心(6) ﾅｶｼﾞｯｺｸ ﾘｺ 女子 田布施ＳＣ
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 262 橋口　凛(6) ﾊｼｸﾞﾁ ﾘﾝ 女子 田布施ＳＣ
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 263 福元　彩華(6) ﾌｸﾓﾄ ｱﾔｶ 女子 チェスト伊集院
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 286 前畠　羚心(5) ﾏｴﾊﾀ ﾚｲﾐ 女子 利永
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 287 池平　雪乃佳(6) ｲｹﾋﾗ ﾕﾉｶ 女子 利永
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 288 久保　安奈(6) ｸﾎﾞ ｱﾝﾅ 女子 長島陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 289 川中　愛海(6) ｶﾜﾅｶ ｱｲﾐ 女子 長島陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 294 乗田　椿(5) ﾉﾘﾀ ﾂﾊﾞｷ 女子 Ｎｏ１イズミ
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 329 重田　海羽(5) ｼｹﾞﾀ ﾐｳ 女子 春山陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 330 田中　美月(5) ﾀﾅｶ ﾐﾂｷ 女子 春山陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 342 古垣　那桜(6) ﾌﾙｶﾞｷ ﾅｵ 女子 東谷山陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 344 床並　花音(6) ﾄｺﾅﾐ ｶﾉﾝ 女子 東谷山陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 346 上荒磯　明愛(5) ｶﾐｱﾗｲｿ ﾚｲｱ 女子 東谷山陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 355 尾込　唯佳(6) ｵｺﾞﾓﾘ ﾕｲｶ 女子 南九州AC
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 363 宇都　市香(5) ｳﾄ ｲﾁｶ 女子 南さつまコミュ
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 366 大浪　ゆな(6) ｵｵﾅﾐ ﾕﾅ 女子 吉野東陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 367 櫻井　ひより(6) ｻｸﾗｲ ﾋﾖﾘ 女子 吉野東陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 368 内村　愛梨(6) ｳﾁﾑﾗ ｱｲﾘ 女子 吉野東陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 369 大崎　寧々(6) ｵｵｻｷ ﾈﾈ 女子 吉野東陸上
女子共通 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 370 七搦　ひなこ(6) ﾅﾅｶﾗｹﾞ ﾋﾅｺ 女子 吉野東陸上
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競技名 No チーム名１ チーム名２ 性別 ﾁｰﾑ属性
男女共通 ４×１００ｍ 0 ISC A ｱｲｴｽｼｰA
男女共通 ４×１００ｍ 0 ISC B ｱｲｴｽｼｰB
男女共通 ４×１００ｍ 0 あいら陸上 ｱｲﾗﾘｸｼﾞｮｳ
男女共通 ４×１００ｍ 0 阿久根陸上A ｱｸﾈﾘｸｼﾞｮｳA
男女共通 ４×１００ｍ 0 阿久根陸上B ｱｸﾈﾘｸｼﾞｮｳB
男女共通 ４×１００ｍ 0 阿久根陸上C ｱｸﾈﾘｸｼﾞｮｳC
男女共通 ４×１００ｍ 0 阿久根陸上D ｱｸﾈﾘｸｼﾞｮｳD
男女共通 ４×１００ｍ 0 粟ケ窪Ｊr陸上A ｱﾜｶﾞｸﾎﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳA
男女共通 ４×１００ｍ 0 粟ケ窪Ｊr陸上B ｱﾜｶﾞｸﾎﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳB
男女共通 ４×１００ｍ 0 EAC ｲｰｴｲｼｰ
男女共通 ４×１００ｍ 0 出水市陸上A ｲｽﾞﾐｼﾘｸｼﾞｮｳA
男女共通 ４×１００ｍ 0 出水市陸上B ｲｽﾞﾐｼﾘｸｼﾞｮｳB
男女共通 ４×１００ｍ 0 ＳＣＣ A ｴｽｼｰｼｰA
男女共通 ４×１００ｍ 0 ＳＣＣ B ｴｽｼｰｼｰB
男女共通 ４×１００ｍ 0 ＳＣＣ C ｴｽｼｰｼｰC
男女共通 ４×１００ｍ 0 ＳＣＣ D ｴｽｼｰｼｰD
男女共通 ４×１００ｍ 0 ＳＣＣ E ｴｽｼｰｼｰE
男女共通 ４×１００ｍ 0 えのアスリートA ｴﾉｱｽﾘｰﾄA
男女共通 ４×１００ｍ 0 えのアスリートB ｴﾉｱｽﾘｰﾄB
男女共通 ４×１００ｍ 0 大口スイムラン ｵｵｸﾁｽｲﾑﾗﾝ
男女共通 ４×１００ｍ 0 鹿児島Jr陸上A ｶｺﾞｼﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳA
男女共通 ４×１００ｍ 0 鹿児島Jr陸上B ｶｺﾞｼﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳB
男女共通 ４×１００ｍ 0 鹿児島Jr陸上C ｶｺﾞｼﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳC
男女共通 ４×１００ｍ 0 串木野西陸上 ｸｼｷﾉﾆｼﾘｸｼﾞｮｳ
男女共通 ４×１００ｍ 0 国分ジュニアA ｺｸﾌﾞｼﾞｭﾆｱA
男女共通 ４×１００ｍ 0 国分ジュニアB ｺｸﾌﾞｼﾞｭﾆｱB
男女共通 ４×１００ｍ 0 国分ジュニアC ｺｸﾌﾞｼﾞｭﾆｱC
男女共通 ４×１００ｍ 0 国分ジュニアD ｺｸﾌﾞｼﾞｭﾆｱD
男女共通 ４×１００ｍ 0 国分ジュニアE ｺｸﾌﾞｼﾞｭﾆｱE
男女共通 ４×１００ｍ 0 さつま柏原 ｻﾂﾏｶｼﾜﾊﾞﾙ
男女共通 ４×１００ｍ 0 清水陸上A ｼﾐｽﾞﾘｸｼﾞｮｳA
男女共通 ４×１００ｍ 0 清水陸上B ｼﾐｽﾞﾘｸｼﾞｮｳB
男女共通 ４×１００ｍ 0 下水流陸上A ｼﾓｽﾞﾙﾘｸｼﾞｮｳA
男女共通 ４×１００ｍ 0 下水流陸上B ｼﾓｽﾞﾙﾘｸｼﾞｮｳB
男女共通 ４×１００ｍ 0 下水流陸上C ｼﾓｽﾞﾙﾘｸｼﾞｮｳC
男女共通 ４×１００ｍ 0 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ疾風A ｽﾌﾟﾘﾝﾄﾊﾔｶｾﾞA
男女共通 ４×１００ｍ 0 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ疾風B ｽﾌﾟﾘﾝﾄﾊﾔｶｾﾞB
男女共通 ４×１００ｍ 0 太陽SC忍者A ﾀｲﾖｳｴｽｼｰﾆﾝｼﾞｬA
男女共通 ４×１００ｍ 0 太陽SC忍者B ﾀｲﾖｳｴｽｼｰﾆﾝｼﾞｬB
男女共通 ４×１００ｍ 0 太陽SC忍者C ﾀｲﾖｳｴｽｼｰﾆﾝｼﾞｬC
男女共通 ４×１００ｍ 0 太陽SC忍者D ﾀｲﾖｳｴｽｼｰﾆﾝｼﾞｬD
男女共通 ４×１００ｍ 0 太陽SC忍者E ﾀｲﾖｳｴｽｼｰﾆﾝｼﾞｬE
男女共通 ４×１００ｍ 0 高尾野陸上A ﾀｶｵﾉﾘｸｼﾞｮｳA
男女共通 ４×１００ｍ 0 高尾野陸上B ﾀｶｵﾉﾘｸｼﾞｮｳB
男女共通 ４×１００ｍ 0 高尾野陸上C ﾀｶｵﾉﾘｸｼﾞｮｳC
男女共通 ４×１００ｍ 0 チェスト伊集院A ﾁｪｽﾄｲｼﾞｭｳｲﾝA
男女共通 ４×１００ｍ 0 チェスト伊集院B ﾁｪｽﾄｲｼﾞｭｳｲﾝB
男女共通 ４×１００ｍ 0 通山陸上A ﾄｵﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳA
男女共通 ４×１００ｍ 0 通山陸上B ﾄｵﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳB
男女共通 ４×１００ｍ 0 通山陸上C ﾄｵﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳC
男女共通 ４×１００ｍ 0 Ｎｏ１ヒオキ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝﾋｵｷ
男女共通 ４×１００ｍ 0 野田陸上 ﾉﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳ
男女共通 ４×１００ｍ 0 春山陸上A ﾊﾙﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳA
男女共通 ４×１００ｍ 0 春山陸上B ﾊﾙﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳB
男女共通 ４×１００ｍ 0 春山陸上C ﾊﾙﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳC
男女共通 ４×１００ｍ 0 春山陸上D ﾊﾙﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳD
男女共通 ４×１００ｍ 0 東谷山陸上A ﾋｶﾞｼﾀﾆﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳA
男女共通 ４×１００ｍ 0 東谷山陸上B ﾋｶﾞｼﾀﾆﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳB
男女共通 ４×１００ｍ 0 東谷山陸上C ﾋｶﾞｼﾀﾆﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳC
男女共通 ４×１００ｍ 0 南九州AC ﾐﾅﾐｷｭｳｼｭｳｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ
男女共通 ４×１００ｍ 0 南さつまコミュA ﾐﾅﾐｻﾂﾏｺﾐｭA
男女共通 ４×１００ｍ 0 南さつまコミュB ﾐﾅﾐｻﾂﾏｺﾐｭB
男女共通 ４×１００ｍ 0 南さつまコミュC ﾐﾅﾐｻﾂﾏｺﾐｭC
男女共通 ４×１００ｍ 0 吉野東陸上A ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳA
男女共通 ４×１００ｍ 0 吉野東陸上B ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳB


