
No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

1 男子 １００ｍ 171 2073 椨 耀司(1) ﾀﾌﾞ ﾖｳｼﾞ 男子 SCC

1 男子 １００ｍ 171 743 下手 健慎(2) ｼﾓﾃ ｹﾝｼﾝ 男子 ラ・サール高

1 男子 １００ｍ 171 770 宮里 大輝(2) ﾐﾔｻﾄ ﾀｲｷ 男子 ラ・サール高

1 男子 １００ｍ 171 739 竹山 栄一朗(1) ﾀｹﾔﾏ ｴｲｲﾁﾛｳ 男子 ラ・サール高

1 男子 １００ｍ 171 742 野田 翔瑛(1) ﾉﾀﾞ ｼｮｳｴｲ 男子 ラ・サール高

1 男子 １００ｍ 171 365 徳永 賢(2) ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻﾙ 男子 伊集院高

1 男子 １００ｍ 171 363 宮地 翔也(2) ﾐﾔｼﾞ ｼｮｳﾔ 男子 伊集院高

1 男子 １００ｍ 171 636 樗木 洸星(1) ｵﾃｷ ｺｳｾｲ 男子 伊集院高

1 男子 １００ｍ 171 638 平田 健大(1) ﾋﾗﾀ ｹﾝﾀ 男子 伊集院高

1 男子 １００ｍ 171 722 鞆 真弘(1) ﾄﾓ ﾏﾋﾛ 男子 伊集院高

1 男子 １００ｍ 171 635 都築 泰志(1) ﾂﾂﾞｷ ﾀｲｼ 男子 屋久島高

1 男子 １００ｍ 171 335 先田 祥伍(3) ｻｷﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 加治木工高

1 男子 １００ｍ 171 744 伊瀬知 瑠真(1) ｲｾﾁ ﾘｭｳﾏ 男子 加治木工高

1 男子 １００ｍ 171 206 牧原 慧明(2) ﾏｷﾊﾗ ｻﾄｱｷ 男子 加治木高

1 男子 １００ｍ 171 661 小川 嗣友(1) ｵｶﾞﾜ ｼﾕｳ 男子 加治木高

1 男子 １００ｍ 171 702 川畑 直樹(1) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅｵｷ 男子 加治木高

1 男子 １００ｍ 171 703 下渡 承太郎(1) ｼﾓﾜﾀﾘ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 男子 加治木高

1 男子 １００ｍ 171 701 伊達 智哉(1) ﾀﾞﾃ ﾄﾓﾔ 男子 加治木高

1 男子 １００ｍ 171 452 板澤 輝隆(2) ｲﾀｻﾞﾜ ｷﾘｭｳ 男子 串良商高

1 男子 １００ｍ 171 450 古竹 啓悟(2) ﾌﾙﾀｹ ｹｲｺﾞ 男子 串良商高

1 男子 １００ｍ 171 106 堀之内 陽なた(2) ﾎﾘﾉｳﾁ ﾋﾅﾀ 男子 甲南高

1 男子 １００ｍ 171 103 有村 光生(2) ｱﾘﾑﾗ ｺｳｾｲ 男子 甲南高

1 男子 １００ｍ 171 105 徳重 棟太(2) ﾄｸｼｹﾞ ﾄｳﾀ 男子 甲南高

1 男子 １００ｍ 171 104 原口 大生(2) ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀｲｾｲ 男子 甲南高

1 男子 １００ｍ 171 707 酒匂 義瑛(1) ｻｺｳ ﾖｼｱｷ 男子 甲南高

1 男子 １００ｍ 171 705 末吉 倫大(1) ｽｴﾖｼ ﾄﾓﾋﾛ 男子 甲南高

1 男子 １００ｍ 171 706 福重 雄大(1) ﾌｸｼｹﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 甲南高

1 男子 １００ｍ 171 708 松澤 翔宇(1) ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘｭｳ 男子 甲南高

1 男子 １００ｍ 171 709 行船 宏哉(1) ﾕｷﾌﾈ ﾋﾛﾔ 男子 甲南高

1 男子 １００ｍ 171 754 岩﨑 尚翔(1) ｲﾜｻｷ ﾅｵﾄ 男子 甲南高

1 男子 １００ｍ 171 791 福留 大輝(1) ﾌｸﾄﾞﾒ ﾀﾞｲｷ 男子 国分高

1 男子 １００ｍ 171 786 吉留 陸叶(1) ﾖｼﾄﾞﾒ ﾘｸﾄ 男子 国分高

1 男子 １００ｍ 171 790 前田 泰法(1) ﾏｴﾀﾞ ﾀｲﾎｳ 男子 国分高

1 男子 １００ｍ 171 787 古江 健覇(1) ﾌﾙｴ ﾀｹﾙ 男子 国分高

1 男子 １００ｍ 171 574 白木 拓馬(3) ｼﾗｷ ﾀｸﾏ 男子 国分中央高

1 男子 １００ｍ 171 578 岩﨑 大河(3) ｲﾜｻｷ ﾀｲｶﾞ 男子 国分中央高

1 男子 １００ｍ 171 582 中野 蒔士(2) ﾅｶﾉ ﾏｷｼ 男子 国分中央高

1 男子 １００ｍ 171 583 山内 優太(2) ﾔﾏｳﾁ ﾕｳﾀ 男子 国分中央高

1 男子 １００ｍ 171 584 下口 陽雄(2) ｼﾓｸﾞﾁ ﾋﾕｳ 男子 国分中央高

1 男子 １００ｍ 171 587 尾脇 晃成(2) ｵﾜｷ ｺｳｾｲ 男子 国分中央高

1 男子 １００ｍ 171 597 野田 裕介(1) ﾉﾀﾞ ﾕｳｽｹ 男子 国分中央高

1 男子 １００ｍ 171 234 新屋 翔大(3) ｼﾝﾔ ｼｮｳﾀﾞｲ 男子 薩南工高

1 男子 １００ｍ 171 417 海江田 佑一(3) ｶｲｴﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 男子 志布志高

1 男子 １００ｍ 171 800 澤江 竹瑠(2) ｻﾜｴ ﾀｹﾙ 男子 志學館高

1 男子 １００ｍ 171 222 江口 尚希(2) ｴｸﾞﾁ ﾅｵｷ 男子 鹿屋工高



1 男子 １００ｍ 171 229 立石 七翔(2) ﾀﾃｲｼ ﾅﾅﾄ 男子 鹿屋工高

1 男子 １００ｍ 171 230 田畑 翔平(2) ﾀﾊﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ 男子 鹿屋工高

1 男子 １００ｍ 171 233 名古 尋心(2) ﾅｺﾞ ｼﾞﾝ 男子 鹿屋工高

1 男子 １００ｍ 171 667 迫川 翔哉(1) ｻｺｶﾞﾜ ｼｮｳﾔ 男子 鹿屋工高

1 男子 １００ｍ 171 752 堀口 太陽(1) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀｲﾖｳ 男子 鹿屋工高

1 男子 １００ｍ 171 669 木原 瑠偉(1) ｷﾊﾗ ﾙｲ 男子 鹿屋工高

1 男子 １００ｍ 171 737 中嶋 麻惺(1) ﾅｶｼﾞﾏ ｱｻﾄ 男子 鹿屋高

1 男子 １００ｍ 171 187 宇田 翔太郎(2) ｳﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 鹿児島玉龍高

1 男子 １００ｍ 171 191 迫 琉聖(2) ｻｺ ﾙｷﾄ 男子 鹿児島玉龍高

1 男子 １００ｍ 171 188 川越 桂楽(2) ｶﾜｺﾞｴ ｹｲﾀ 男子 鹿児島玉龍高

1 男子 １００ｍ 171 181 上山 颯太(2) ｳｴﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 男子 鹿児島玉龍高

1 男子 １００ｍ 171 630 福元 和輝(1) ﾌｸﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男子 鹿児島玉龍高

1 男子 １００ｍ 171 696 田丸 友也(1) ﾀﾏﾙ ﾄﾓﾔ 男子 鹿児島工高

1 男子 １００ｍ 171 695 水口 晃雅(1) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｺｳｶﾞ 男子 鹿児島工高

1 男子 １００ｍ 171 1 湯田 周平(3) ﾕﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 男子 鹿児島高

1 男子 １００ｍ 171 3 横山 遥仁(3) ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾋﾄ 男子 鹿児島高

1 男子 １００ｍ 171 5 井田 照瑛(3) ｲﾀﾞ ｼｮｳｴｲ 男子 鹿児島高

1 男子 １００ｍ 171 10 竹下 悠大(3) ﾀｹｼﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島高

1 男子 １００ｍ 171 15 山下 凌司(3) ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｼﾞ 男子 鹿児島高

1 男子 １００ｍ 171 16 井田 悠潤(2) ｲﾀﾞ ﾕｳｼﾞｭﾝ 男子 鹿児島高

1 男子 １００ｍ 171 20 久保 光雅(2) ｸﾎﾞ ｺｳｶﾞ 男子 鹿児島高

1 男子 １００ｍ 171 21 熊丸 翔太(2) ｸﾏﾏﾙ ｼｮｳﾀ 男子 鹿児島高

1 男子 １００ｍ 171 22 田中 寿琉(2) ﾀﾅｶ ｼﾘｭｳ 男子 鹿児島高

1 男子 １００ｍ 171 29 上井 翼(1) ｳﾜｲ ﾂﾊﾞｻ 男子 鹿児島高

1 男子 １００ｍ 171 30 大久保 快(1) ｵｵｸﾎﾞ ｶｲ 男子 鹿児島高

1 男子 １００ｍ 171 31 川添 蓮斗(1) ｶﾜｿﾞｴ ﾚﾝﾄ 男子 鹿児島高

1 男子 １００ｍ 171 33 須田 悠斗(1) ｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 鹿児島高

1 男子 １００ｍ 171 34 藤下 海里(1) ﾌｼﾞｼﾀ ｶｲﾘ 男子 鹿児島高

1 男子 １００ｍ 171 35 松下 大夢(1) ﾏﾂｼﾀ ﾀﾞｲﾑ 男子 鹿児島高

1 男子 １００ｍ 171 718 松下 怜(1) ﾏﾂｼﾀ ﾚｲ 男子 鹿児島高

1 男子 １００ｍ 171 719 植木 澄哉(1) ｳｴｷ ﾄｳﾔ 男子 鹿児島高

1 男子 １００ｍ 171 557 大石 朝陽(2) ｵｵｲｼ ｱｻﾋ 男子 鹿児島高専

1 男子 １００ｍ 171 437 天辰 元洸(2) ｱﾏﾀﾂ ﾓﾄﾋﾛ 男子 鹿児島商高

1 男子 １００ｍ 171 448 稲森 琉斗(2) ｲﾅﾓﾘ ﾘｭｳﾄ 男子 鹿児島商高

1 男子 １００ｍ 171 763 岩切 暖芽(1) ｲﾜｷﾘ ﾊﾙｶﾞ 男子 鹿児島商高

1 男子 １００ｍ 171 490 上野 勇太(1) ｳｴﾉ ﾕｳﾀ 男子 鹿児島商高

1 男子 １００ｍ 171 764 是井 蓮音(1) ｾﾞｲ ﾚｵ 男子 鹿児島商高

1 男子 １００ｍ 171 406 ⾧﨑 優汰(2) ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳﾀ 男子 鹿児島城西高

1 男子 １００ｍ 171 196 吉峯 幸翼(2) ﾖｼﾐﾈ ｺｳｽｹ 男子 鹿児島情報高

1 男子 １００ｍ 171 200 馬場 稜斗(2) ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳﾄ 男子 鹿児島情報高

1 男子 １００ｍ 171 197 久森 蓮真(1) ﾋｻﾓﾘ ﾚﾝﾏ 男子 鹿児島情報高

1 男子 １００ｍ 171 778 駒走 侑哉(1) ｺﾏﾊﾞｼﾘ ﾕｳﾔ 男子 鹿児島情報高

1 男子 １００ｍ 171 784 竹ノ内 遼大(1) ﾀｹﾉｳﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 鹿児島情報高

1 男子 １００ｍ 171 781 ⾧谷 将功(1) ﾊｾ ﾀｽｸ 男子 鹿児島情報高

1 男子 １００ｍ 171 783 山下 瑛司(1) ﾔﾏｼﾀ ｴｲｼﾞ 男子 鹿児島情報高

1 男子 １００ｍ 171 724 竹内 港音(1) ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾄ 男子 鹿児島水産高



1 男子 １００ｍ 171 421 宏洲 真心(2) ﾋﾛｼﾏ ﾏｺﾄ 男子 鹿児島中央高

1 男子 １００ｍ 171 424 濵田 瑛仁(2) ﾊﾏﾀﾞ ｴｲｼﾞ 男子 鹿児島中央高

1 男子 １００ｍ 171 716 ⾧嶋 敬吾(1) ﾅｶﾞｼﾏ ｹｲｺﾞ 男子 鹿児島中央高

1 男子 １００ｍ 171 715 中﨑 大翔(1) ﾅｶｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 男子 鹿児島中央高

1 男子 １００ｍ 171 713 切手 浩介(1) ｷｯﾃ ｺｳｽｹ 男子 鹿児島中央高

1 男子 １００ｍ 171 294 佐藤 航(3) ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 男子 鹿児島南高

1 男子 １００ｍ 171 304 内田 弥睦(2) ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾑ 男子 鹿児島南高

1 男子 １００ｍ 171 307 吉内 渉(2) ﾖｼｳﾁ ﾜﾀﾙ 男子 鹿児島南高

1 男子 １００ｍ 171 303 吉留 皓平(2) ﾖｼﾄﾞﾒ ｺｳﾍｲ 男子 鹿児島南高

1 男子 １００ｍ 171 317 太田 芳栄(1) ｵｵﾀ ﾖｼｴｲ 男子 鹿児島南高

1 男子 １００ｍ 171 314 川上 亮磨(1) ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾏ 男子 鹿児島南高

1 男子 １００ｍ 171 320 神宮 雄大(1) ｼﾞﾝｸﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島南高

1 男子 １００ｍ 171 318 松嶋 碧士(1) ﾏﾂｼﾏ ｱｵﾄ 男子 鹿児島南高

1 男子 １００ｍ 171 321 ⾧渡 遼翔(1) ﾅｶﾞﾄ ﾘｮｳｷ 男子 鹿児島南高

1 男子 １００ｍ 171 67 福元 興志朗(2) ﾌｸﾓﾄ ｷｮｳｼﾛｳ 男子 種子島高

1 男子 １００ｍ 171 100 山元 凪(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾅｷﾞ 男子 種子島中央高

1 男子 １００ｍ 171 623 飯森 一真(3) ｲｲﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 男子 出水工高

1 男子 １００ｍ 171 177 窪田 大地(2) ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 男子 出水高

1 男子 １００ｍ 171 647 中島 知希(1) ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｷ 男子 出水高

1 男子 １００ｍ 171 650 松﨑 康太郎(1) ﾏﾂｻｷ ｺｳﾀﾛｳ 男子 出水高

1 男子 １００ｍ 171 370 大尾 一馬(3) ﾀﾞｲｵ ｶｽﾞﾏ 男子 出水商高

1 男子 １００ｍ 171 366 竹下 真翔(3) ﾀｹｼﾀ ﾏﾅﾄ 男子 出水商高

1 男子 １００ｍ 171 368 野角 龍迅(3) ﾉｽﾞﾐ ﾘｭｳｼﾞﾝ 男子 出水商高

1 男子 １００ｍ 171 371 町田 敬斗(3) ﾏﾁﾀﾞ ｹｲﾄ 男子 出水商高

1 男子 １００ｍ 171 369 森藤 恭二(3) ﾓﾘﾌｼﾞ ｷｮｳｼﾞ 男子 出水商高

1 男子 １００ｍ 171 247 曽木 大志(3) ｿｷ ﾀｲｼ 男子 松陽高

1 男子 １００ｍ 171 250 福倉 昌哉(2) ﾌｸｸﾗ ﾏｻﾔ 男子 松陽高

1 男子 １００ｍ 171 253 服部 竜星(1) ﾊｯﾄﾘ ﾘｭｳｾｲ 男子 松陽高

1 男子 １００ｍ 171 252 小原 直弥(1) ｺﾊﾞﾙ ﾅｵﾔ 男子 松陽高

1 男子 １００ｍ 171 257 猪木 桜介(1) ｲﾉｷ ｵｳｽｹ 男子 松陽高

1 男子 １００ｍ 171 254 鮫島 銀太朗(1) ｻﾒｼﾏ ｷﾞﾝﾀﾛｳ 男子 松陽高

1 男子 １００ｍ 171 256 平田 和(1) ﾋﾗﾀ ｱｲ 男子 松陽高

1 男子 １００ｍ 171 672 宮下 峻(1) ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝ 男子 松陽高

1 男子 １００ｍ 171 673 田添 太一朗(1) ﾀｿﾞｴ ﾀｲﾁﾛｳ 男子 松陽高

1 男子 １００ｍ 171 674 奥田 翔太(1) ｵｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 松陽高

1 男子 １００ｍ 171 454 森山 蒼太(3) ﾓﾘﾔﾏ ｿｳﾀ 男子 神村学園高

1 男子 １００ｍ 171 455 植屋 幸志郎(2) ｳｴﾔ ｺｳｼﾛｳ 男子 神村学園高

1 男子 １００ｍ 171 796 万江 駿介(1) ﾏﾝｴ ｼｭﾝｽｹ 男子 神村学園高

1 男子 １００ｍ 171 459 五反田 博翔(2) ｺﾞﾀﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ 男子 吹上高

1 男子 １００ｍ 171 456 内田 鉄平(3) ｳﾁﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 吹上高

1 男子 １００ｍ 171 616 上山 千輝(2) ｳｴﾔﾏ ｶｽﾞｷ 男子 垂水高

1 男子 １００ｍ 171 511 岡田 天臣(3) ｵｶﾀﾞ ﾃﾝｼﾝ 男子 川薩清修館高

1 男子 １００ｍ 171 506 ⾧田 悠斗(3) ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 川薩清修館高

1 男子 １００ｍ 171 507 寺園 拓眞(3) ﾃﾗｿﾞﾉ ﾀｸﾏ 男子 川薩清修館高

1 男子 １００ｍ 171 504 野元 優志(3) ﾉﾓﾄ ﾕｳｼ 男子 川薩清修館高

1 男子 １００ｍ 171 508 南 隼斗(3) ﾐﾅﾐ ﾊﾔﾄ 男子 川薩清修館高



1 男子 １００ｍ 171 510 立岡 駿(2) ﾀﾁｵｶ ｼｭﾝ 男子 川薩清修館高

1 男子 １００ｍ 171 509 種田 捷之介(2) ﾀﾈﾀﾞ ｼｮｳﾉｽｹ 男子 川薩清修館高

1 男子 １００ｍ 171 512 山口 翼(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 男子 川薩清修館高

1 男子 １００ｍ 171 675 岩﨑 匠究(1) ｲﾜｻｷ ﾀｸﾐ 男子 川薩清修館高

1 男子 １００ｍ 171 79 田中 佑汰(2) ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 男子 川内高

1 男子 １００ｍ 171 472 中村 雄亀(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 川内商工高

1 男子 １００ｍ 171 466 栗野 海琉(2) ｸﾘﾉ ﾜﾀﾙ 男子 川内商工高

1 男子 １００ｍ 171 467 小川 翔太(2) ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 男子 川内商工高

1 男子 １００ｍ 171 465 中村 友哉(2) ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 男子 川内商工高

1 男子 １００ｍ 171 762 今田 竜靖(1) ｲﾏﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 男子 川内商工高

1 男子 １００ｍ 171 761 石塚 蓮(1) ｲｼﾂﾞｶ ﾚﾝ 男子 川内商工高

1 男子 １００ｍ 171 760 立石 空(1) ﾀﾃｲｼ ｿﾗ 男子 川内商工高

1 男子 １００ｍ 171 117 吉田 大起(2) ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 鶴丸高

1 男子 １００ｍ 171 689 中村 充希(1) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 男子 鶴丸高

1 男子 １００ｍ 171 687 上和田 樹(1) ｳｴﾜﾀﾞ ﾀﾂｷ 男子 鶴丸高

1 男子 １００ｍ 171 130 藤田 貴登(2) ﾌｼﾞﾀ ﾀｲﾄ 男子 鶴翔高

1 男子 １００ｍ 171 121 上野 拓海(2) ｳｴﾉ ﾀｸﾐ 男子 鶴翔高

1 男子 １００ｍ 171 132 北園 優心(2) ｷﾀｿﾞﾉ ﾕｳｼﾝ 男子 鶴翔高

1 男子 １００ｍ 171 290 岩崎 元気(1) ｲﾜｻｷ ｹﾞﾝｷ 男子 鶴翔高

1 男子 １００ｍ 171 285 上野 雄誠(1) ｳｴﾉ ﾕｳｾｲ 男子 鶴翔高

1 男子 １００ｍ 171 755 佐潟 慶三(1) ｻｶﾞﾀ ｹｲｿﾞｳ 男子 鶴翔高

1 男子 １００ｍ 171 756 森山 来向(1) ﾓﾘﾔﾏ ﾗｲﾑ 男子 鶴翔高

1 男子 １００ｍ 171 262 德重 直(2) ﾄｸｼｹﾞ ﾅｵ 男子 武岡台高

1 男子 １００ｍ 171 267 仲 誠也(2) ﾅｶ ｾｲﾔ 男子 武岡台高

1 男子 １００ｍ 171 269 原田 耕作(2) ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｻｸ 男子 武岡台高

1 男子 １００ｍ 171 272 中脇 周大(2) ﾅｶﾜｷ ｼｭｳﾀ 男子 武岡台高

1 男子 １００ｍ 171 731 泉 心太郎(1) ｲｽﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 武岡台高

1 男子 １００ｍ 171 727 木下 來社(1) ｷｼﾀ ﾅﾁ 男子 武岡台高

1 男子 １００ｍ 171 729 森 皇輝(1) ﾓﾘ ｺｳｷ 男子 武岡台高

1 男子 １００ｍ 171 72 時田 翔平(2) ﾄｷﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 男子 明桜館高

1 男子 １００ｍ 171 776 德重 心晴(1) ﾄｸｼｹﾞ ｺﾊﾙ 男子 明桜館高

1 男子 １００ｍ 171 777 永田 俊太(1) ﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝﾀ 男子 明桜館高

1 男子 １００ｍ 171 775 西川 蓮(1) ﾆｼｶﾜ ﾚﾝ 男子 明桜館高

1 男子 １００ｍ 171 774 松下 快斗(1) ﾏﾂｼﾀ ｶｲﾄ 男子 明桜館高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

2 男子 ２００ｍ 114 2073 椨 耀司(1) ﾀﾌﾞ ﾖｳｼﾞ 男子 SCC

2 男子 ２００ｍ 114 740 上野 乃輝(3) ｳｴﾉ ﾀﾞｲｷ 男子 ラ・サール高

2 男子 ２００ｍ 114 741 神園 知輝(2) ｶﾐｿﾞﾉ ﾄﾓｷ 男子 ラ・サール高

2 男子 ２００ｍ 114 739 竹山 栄一朗(1) ﾀｹﾔﾏ ｴｲｲﾁﾛｳ 男子 ラ・サール高

2 男子 ２００ｍ 114 365 徳永 賢(2) ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻﾙ 男子 伊集院高

2 男子 ２００ｍ 114 363 宮地 翔也(2) ﾐﾔｼﾞ ｼｮｳﾔ 男子 伊集院高

2 男子 ２００ｍ 114 636 樗木 洸星(1) ｵﾃｷ ｺｳｾｲ 男子 伊集院高

2 男子 ２００ｍ 114 638 平田 健大(1) ﾋﾗﾀ ｹﾝﾀ 男子 伊集院高

2 男子 ２００ｍ 114 722 鞆 真弘(1) ﾄﾓ ﾏﾋﾛ 男子 伊集院高

2 男子 ２００ｍ 114 744 伊瀬知 瑠真(1) ｲｾﾁ ﾘｭｳﾏ 男子 加治木工高

2 男子 ２００ｍ 114 208 前畑 蒼悟(2) ﾏｴﾊﾀ ｿｳｺﾞ 男子 加治木高



2 男子 ２００ｍ 114 206 牧原 慧明(2) ﾏｷﾊﾗ ｻﾄｱｷ 男子 加治木高

2 男子 ２００ｍ 114 661 小川 嗣友(1) ｵｶﾞﾜ ｼﾕｳ 男子 加治木高

2 男子 ２００ｍ 114 660 崎山 壮志(1) ｻｷﾔﾏ ｿｳｼ 男子 加治木高

2 男子 ２００ｍ 114 450 古竹 啓悟(2) ﾌﾙﾀｹ ｹｲｺﾞ 男子 串良商高

2 男子 ２００ｍ 114 105 徳重 棟太(2) ﾄｸｼｹﾞ ﾄｳﾀ 男子 甲南高

2 男子 ２００ｍ 114 104 原口 大生(2) ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀｲｾｲ 男子 甲南高

2 男子 ２００ｍ 114 707 酒匂 義瑛(1) ｻｺｳ ﾖｼｱｷ 男子 甲南高

2 男子 ２００ｍ 114 708 松澤 翔宇(1) ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘｭｳ 男子 甲南高

2 男子 ２００ｍ 114 754 岩﨑 尚翔(1) ｲﾜｻｷ ﾅｵﾄ 男子 甲南高

2 男子 ２００ｍ 114 786 吉留 陸叶(1) ﾖｼﾄﾞﾒ ﾘｸﾄ 男子 国分高

2 男子 ２００ｍ 114 569 平良 凛(2) ﾀｲﾗ ﾘﾝ 男子 国分高

2 男子 ２００ｍ 114 785 瀬崎 麟太郎(1) ｾｻﾞｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 国分高

2 男子 ２００ｍ 114 574 白木 拓馬(3) ｼﾗｷ ﾀｸﾏ 男子 国分中央高

2 男子 ２００ｍ 114 581 矢野 崇宇(3) ﾔﾉ ｼｭｳ 男子 国分中央高

2 男子 ２００ｍ 114 583 山内 優太(2) ﾔﾏｳﾁ ﾕｳﾀ 男子 国分中央高

2 男子 ２００ｍ 114 234 新屋 翔大(3) ｼﾝﾔ ｼｮｳﾀﾞｲ 男子 薩南工高

2 男子 ２００ｍ 114 417 海江田 佑一(3) ｶｲｴﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 男子 志布志高

2 男子 ２００ｍ 114 222 江口 尚希(2) ｴｸﾞﾁ ﾅｵｷ 男子 鹿屋工高

2 男子 ２００ｍ 114 229 立石 七翔(2) ﾀﾃｲｼ ﾅﾅﾄ 男子 鹿屋工高

2 男子 ２００ｍ 114 233 名古 尋心(2) ﾅｺﾞ ｼﾞﾝ 男子 鹿屋工高

2 男子 ２００ｍ 114 667 迫川 翔哉(1) ｻｺｶﾞﾜ ｼｮｳﾔ 男子 鹿屋工高

2 男子 ２００ｍ 114 668 立神 健史郎(1) ﾀﾃｶﾞﾐ ｹﾝｼﾛｳ 男子 鹿屋工高

2 男子 ２００ｍ 114 751 西田 知陽(1) ﾆｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ 男子 鹿屋工高

2 男子 ２００ｍ 114 752 堀口 太陽(1) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀｲﾖｳ 男子 鹿屋工高

2 男子 ２００ｍ 114 801 児玉 星輝(1) ｺﾀﾞﾏ ﾙｲｷ 男子 鹿屋工高

2 男子 ２００ｍ 114 669 木原 瑠偉(1) ｷﾊﾗ ﾙｲ 男子 鹿屋工高

2 男子 ２００ｍ 114 736 下小野田 洸希(2) ｼﾓｵﾉﾀﾞ ｺｳｷ 男子 鹿屋高

2 男子 ２００ｍ 114 737 中嶋 麻惺(1) ﾅｶｼﾞﾏ ｱｻﾄ 男子 鹿屋高

2 男子 ２００ｍ 114 187 宇田 翔太郎(2) ｳﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 鹿児島玉龍高

2 男子 ２００ｍ 114 191 迫 琉聖(2) ｻｺ ﾙｷﾄ 男子 鹿児島玉龍高

2 男子 ２００ｍ 114 188 川越 桂楽(2) ｶﾜｺﾞｴ ｹｲﾀ 男子 鹿児島玉龍高

2 男子 ２００ｍ 114 630 福元 和輝(1) ﾌｸﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男子 鹿児島玉龍高

2 男子 ２００ｍ 114 696 田丸 友也(1) ﾀﾏﾙ ﾄﾓﾔ 男子 鹿児島工高

2 男子 ２００ｍ 114 695 水口 晃雅(1) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｺｳｶﾞ 男子 鹿児島工高

2 男子 ２００ｍ 114 1 湯田 周平(3) ﾕﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 男子 鹿児島高

2 男子 ２００ｍ 114 9 須田 雄大(3) ｽﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島高

2 男子 ２００ｍ 114 16 井田 悠潤(2) ｲﾀﾞ ﾕｳｼﾞｭﾝ 男子 鹿児島高

2 男子 ２００ｍ 114 17 鎌迫 希(2) ｶﾏｻｺ ﾉｿﾞﾐ 男子 鹿児島高

2 男子 ２００ｍ 114 19 北野 正真(2) ｷﾀﾉ ｼｮｳﾏ 男子 鹿児島高

2 男子 ２００ｍ 114 20 久保 光雅(2) ｸﾎﾞ ｺｳｶﾞ 男子 鹿児島高

2 男子 ２００ｍ 114 21 熊丸 翔太(2) ｸﾏﾏﾙ ｼｮｳﾀ 男子 鹿児島高

2 男子 ２００ｍ 114 23 中野 海翔(2) ﾅｶﾉ ｶｲﾄ 男子 鹿児島高

2 男子 ２００ｍ 114 30 大久保 快(1) ｵｵｸﾎﾞ ｶｲ 男子 鹿児島高

2 男子 ２００ｍ 114 31 川添 蓮斗(1) ｶﾜｿﾞｴ ﾚﾝﾄ 男子 鹿児島高

2 男子 ２００ｍ 114 718 松下 怜(1) ﾏﾂｼﾀ ﾚｲ 男子 鹿児島高

2 男子 ２００ｍ 114 719 植木 澄哉(1) ｳｴｷ ﾄｳﾔ 男子 鹿児島高



2 男子 ２００ｍ 114 720 竹田 直太郎(1) ﾀｹﾀﾞ ﾅｵﾀﾛｳ 男子 鹿児島高

2 男子 ２００ｍ 114 557 大石 朝陽(2) ｵｵｲｼ ｱｻﾋ 男子 鹿児島高専

2 男子 ２００ｍ 114 433 有馬 勇希(3) ｱﾘﾏ ﾕｳｷ 男子 鹿児島商高

2 男子 ２００ｍ 114 437 天辰 元洸(2) ｱﾏﾀﾂ ﾓﾄﾋﾛ 男子 鹿児島商高

2 男子 ２００ｍ 114 448 稲森 琉斗(2) ｲﾅﾓﾘ ﾘｭｳﾄ 男子 鹿児島商高

2 男子 ２００ｍ 114 763 岩切 暖芽(1) ｲﾜｷﾘ ﾊﾙｶﾞ 男子 鹿児島商高

2 男子 ２００ｍ 114 490 上野 勇太(1) ｳｴﾉ ﾕｳﾀ 男子 鹿児島商高

2 男子 ２００ｍ 114 764 是井 蓮音(1) ｾﾞｲ ﾚｵ 男子 鹿児島商高

2 男子 ２００ｍ 114 196 吉峯 幸翼(2) ﾖｼﾐﾈ ｺｳｽｹ 男子 鹿児島情報高

2 男子 ２００ｍ 114 197 久森 蓮真(1) ﾋｻﾓﾘ ﾚﾝﾏ 男子 鹿児島情報高

2 男子 ２００ｍ 114 784 竹ノ内 遼大(1) ﾀｹﾉｳﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 鹿児島情報高

2 男子 ２００ｍ 114 715 中﨑 大翔(1) ﾅｶｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 男子 鹿児島中央高

2 男子 ２００ｍ 114 294 佐藤 航(3) ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 男子 鹿児島南高

2 男子 ２００ｍ 114 304 内田 弥睦(2) ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾑ 男子 鹿児島南高

2 男子 ２００ｍ 114 100 山元 凪(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾅｷﾞ 男子 種子島中央高

2 男子 ２００ｍ 114 623 飯森 一真(3) ｲｲﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 男子 出水工高

2 男子 ２００ｍ 114 647 中島 知希(1) ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｷ 男子 出水高

2 男子 ２００ｍ 114 249 肥後 快生(2) ﾋｺﾞ ｶｲｾｲ 男子 松陽高

2 男子 ２００ｍ 114 250 福倉 昌哉(2) ﾌｸｸﾗ ﾏｻﾔ 男子 松陽高

2 男子 ２００ｍ 114 252 小原 直弥(1) ｺﾊﾞﾙ ﾅｵﾔ 男子 松陽高

2 男子 ２００ｍ 114 257 猪木 桜介(1) ｲﾉｷ ｵｳｽｹ 男子 松陽高

2 男子 ２００ｍ 114 254 鮫島 銀太朗(1) ｻﾒｼﾏ ｷﾞﾝﾀﾛｳ 男子 松陽高

2 男子 ２００ｍ 114 255 福永 貴仁(1) ﾌｸﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 男子 松陽高

2 男子 ２００ｍ 114 672 宮下 峻(1) ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝ 男子 松陽高

2 男子 ２００ｍ 114 674 奥田 翔太(1) ｵｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 松陽高

2 男子 ２００ｍ 114 454 森山 蒼太(3) ﾓﾘﾔﾏ ｿｳﾀ 男子 神村学園高

2 男子 ２００ｍ 114 796 万江 駿介(1) ﾏﾝｴ ｼｭﾝｽｹ 男子 神村学園高

2 男子 ２００ｍ 114 698 髙橋 裕忠(2) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾀﾀﾞ 男子 垂水高

2 男子 ２００ｍ 114 507 寺園 拓眞(3) ﾃﾗｿﾞﾉ ﾀｸﾏ 男子 川薩清修館高

2 男子 ２００ｍ 114 508 南 隼斗(3) ﾐﾅﾐ ﾊﾔﾄ 男子 川薩清修館高

2 男子 ２００ｍ 114 510 立岡 駿(2) ﾀﾁｵｶ ｼｭﾝ 男子 川薩清修館高

2 男子 ２００ｍ 114 509 種田 捷之介(2) ﾀﾈﾀﾞ ｼｮｳﾉｽｹ 男子 川薩清修館高

2 男子 ２００ｍ 114 512 山口 翼(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 男子 川薩清修館高

2 男子 ２００ｍ 114 675 岩﨑 匠究(1) ｲﾜｻｷ ﾀｸﾐ 男子 川薩清修館高

2 男子 ２００ｍ 114 472 中村 雄亀(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 川内商工高

2 男子 ２００ｍ 114 466 栗野 海琉(2) ｸﾘﾉ ﾜﾀﾙ 男子 川内商工高

2 男子 ２００ｍ 114 465 中村 友哉(2) ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 男子 川内商工高

2 男子 ２００ｍ 114 761 石塚 蓮(1) ｲｼﾂﾞｶ ﾚﾝ 男子 川内商工高

2 男子 ２００ｍ 114 760 立石 空(1) ﾀﾃｲｼ ｿﾗ 男子 川内商工高

2 男子 ２００ｍ 114 117 吉田 大起(2) ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 鶴丸高

2 男子 ２００ｍ 114 689 中村 充希(1) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 男子 鶴丸高

2 男子 ２００ｍ 114 687 上和田 樹(1) ｳｴﾜﾀﾞ ﾀﾂｷ 男子 鶴丸高

2 男子 ２００ｍ 114 121 上野 拓海(2) ｳｴﾉ ﾀｸﾐ 男子 鶴翔高

2 男子 ２００ｍ 114 132 北園 優心(2) ｷﾀｿﾞﾉ ﾕｳｼﾝ 男子 鶴翔高

2 男子 ２００ｍ 114 290 岩崎 元気(1) ｲﾜｻｷ ｹﾞﾝｷ 男子 鶴翔高

2 男子 ２００ｍ 114 285 上野 雄誠(1) ｳｴﾉ ﾕｳｾｲ 男子 鶴翔高



2 男子 ２００ｍ 114 755 佐潟 慶三(1) ｻｶﾞﾀ ｹｲｿﾞｳ 男子 鶴翔高

2 男子 ２００ｍ 114 756 森山 来向(1) ﾓﾘﾔﾏ ﾗｲﾑ 男子 鶴翔高

2 男子 ２００ｍ 114 267 仲 誠也(2) ﾅｶ ｾｲﾔ 男子 武岡台高

2 男子 ２００ｍ 114 269 原田 耕作(2) ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｻｸ 男子 武岡台高

2 男子 ２００ｍ 114 731 泉 心太郎(1) ｲｽﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 武岡台高

2 男子 ２００ｍ 114 727 木下 來社(1) ｷｼﾀ ﾅﾁ 男子 武岡台高

2 男子 ２００ｍ 114 728 七夕 修(1) ﾀﾅﾊﾞﾀ ｼｭｳ 男子 武岡台高

2 男子 ２００ｍ 114 729 森 皇輝(1) ﾓﾘ ｺｳｷ 男子 武岡台高

2 男子 ２００ｍ 114 72 時田 翔平(2) ﾄｷﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 男子 明桜館高

2 男子 ２００ｍ 114 776 德重 心晴(1) ﾄｸｼｹﾞ ｺﾊﾙ 男子 明桜館高

2 男子 ２００ｍ 114 775 西川 蓮(1) ﾆｼｶﾜ ﾚﾝ 男子 明桜館高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

3 男子 ４００ｍ 44 741 神園 知輝(2) ｶﾐｿﾞﾉ ﾄﾓｷ 男子 ラ・サール高

3 男子 ４００ｍ 44 637 田中 慶次(1) ﾀﾅｶ ｹｲｼﾞ 男子 伊集院高

3 男子 ４００ｍ 44 660 崎山 壮志(1) ｻｷﾔﾏ ｿｳｼ 男子 加治木高

3 男子 ４００ｍ 44 768 櫨山 堅志郎(1) ﾊｾﾞﾔﾏ ｹﾝｼﾛｳ 男子 錦江湾高

3 男子 ４００ｍ 44 452 板澤 輝隆(2) ｲﾀｻﾞﾜ ｷﾘｭｳ 男子 串良商高

3 男子 ４００ｍ 44 709 行船 宏哉(1) ﾕｷﾌﾈ ﾋﾛﾔ 男子 甲南高

3 男子 ４００ｍ 44 785 瀬崎 麟太郎(1) ｾｻﾞｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 国分高

3 男子 ４００ｍ 44 581 矢野 崇宇(3) ﾔﾉ ｼｭｳ 男子 国分中央高

3 男子 ４００ｍ 44 585 有馬 悠樹(2) ｱﾘﾏ ﾕｳｷ 男子 国分中央高

3 男子 ４００ｍ 44 598 永里 慶太(1) ﾅｶﾞｻﾄ ｹｲﾀ 男子 国分中央高

3 男子 ４００ｍ 44 751 西田 知陽(1) ﾆｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ 男子 鹿屋工高

3 男子 ４００ｍ 44 801 児玉 星輝(1) ｺﾀﾞﾏ ﾙｲｷ 男子 鹿屋工高

3 男子 ４００ｍ 44 734 出水田 怜緒(2) ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾚｵ 男子 鹿屋高

3 男子 ４００ｍ 44 181 上山 颯太(2) ｳｴﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 男子 鹿児島玉龍高

3 男子 ４００ｍ 44 4 安﨑 泰(3) ｱﾝｻﾞｷ ﾀｲ 男子 鹿児島高

3 男子 ４００ｍ 44 9 須田 雄大(3) ｽﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島高

3 男子 ４００ｍ 44 10 竹下 悠大(3) ﾀｹｼﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島高

3 男子 ４００ｍ 44 17 鎌迫 希(2) ｶﾏｻｺ ﾉｿﾞﾐ 男子 鹿児島高

3 男子 ４００ｍ 44 19 北野 正真(2) ｷﾀﾉ ｼｮｳﾏ 男子 鹿児島高

3 男子 ４００ｍ 44 23 中野 海翔(2) ﾅｶﾉ ｶｲﾄ 男子 鹿児島高

3 男子 ４００ｍ 44 720 竹田 直太郎(1) ﾀｹﾀﾞ ﾅｵﾀﾛｳ 男子 鹿児島高

3 男子 ４００ｍ 44 192 岩下 凛(2) ｲﾜｼﾀ ﾘﾝ 男子 鹿児島高特支

3 男子 ４００ｍ 44 772 諏訪 孝太(1) ｽﾜ ｺｳﾀ 男子 鹿児島高特支

3 男子 ４００ｍ 44 433 有馬 勇希(3) ｱﾘﾏ ﾕｳｷ 男子 鹿児島商高

3 男子 ４００ｍ 44 435 渡邉 帝雅(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｶﾞ 男子 鹿児島商高

3 男子 ４００ｍ 44 424 濵田 瑛仁(2) ﾊﾏﾀﾞ ｴｲｼﾞ 男子 鹿児島中央高

3 男子 ４００ｍ 44 716 ⾧嶋 敬吾(1) ﾅｶﾞｼﾏ ｹｲｺﾞ 男子 鹿児島中央高

3 男子 ４００ｍ 44 295 熊迫 一正(3) ｸﾏｻｺ ｲｯｾｲ 男子 鹿児島南高

3 男子 ４００ｍ 44 308 大村 慎介(2) ｵｵﾑﾗ ｼﾝｽｹ 男子 鹿児島南高

3 男子 ４００ｍ 44 312 笹原 颯馬(2) ｻｻﾊﾗ ｿｳﾏ 男子 鹿児島南高

3 男子 ４００ｍ 44 313 西窪 優斗(1) ﾆｼｸﾎﾞ ﾕｳﾄ 男子 鹿児島南高

3 男子 ４００ｍ 44 625 茨木 利家(3) ｲﾊﾞﾗｷ ﾄｼｲｴ 男子 出水工高

3 男子 ４００ｍ 44 177 窪田 大地(2) ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 男子 出水高

3 男子 ４００ｍ 44 366 竹下 真翔(3) ﾀｹｼﾀ ﾏﾅﾄ 男子 出水商高



3 男子 ４００ｍ 44 249 肥後 快生(2) ﾋｺﾞ ｶｲｾｲ 男子 松陽高

3 男子 ４００ｍ 44 253 服部 竜星(1) ﾊｯﾄﾘ ﾘｭｳｾｲ 男子 松陽高

3 男子 ４００ｍ 44 259 砂坂 康太(1) ｽﾅｻｶ ｺｳﾀ 男子 松陽高

3 男子 ４００ｍ 44 255 福永 貴仁(1) ﾌｸﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 男子 松陽高

3 男子 ４００ｍ 44 511 岡田 天臣(3) ｵｶﾀﾞ ﾃﾝｼﾝ 男子 川薩清修館高

3 男子 ４００ｍ 44 506 ⾧田 悠斗(3) ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 川薩清修館高

3 男子 ４００ｍ 44 79 田中 佑汰(2) ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 男子 川内高

3 男子 ４００ｍ 44 468 松尾 翔矢(2) ﾏﾂｵ ｼｮｳﾔ 男子 川内商工高

3 男子 ４００ｍ 44 268 別府 浩斗(2) ﾍﾞｯﾌﾟ ﾋﾛﾄ 男子 武岡台高

3 男子 ４００ｍ 44 728 七夕 修(1) ﾀﾅﾊﾞﾀ ｼｭｳ 男子 武岡台高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

4 男子 ８００ｍ 91 432 福元 一輝(1) ﾌｸﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男子 れいめい高

4 男子 ８００ｍ 91 740 上野 乃輝(3) ｳｴﾉ ﾀﾞｲｷ 男子 ラ・サール高

4 男子 ８００ｍ 91 356 西田 遼平(3) ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 男子 伊集院高

4 男子 ８００ｍ 91 364 福留 規介(2) ﾌｸﾄﾞﾒ ｷｽｹ 男子 伊集院高

4 男子 ８００ｍ 91 639 薗田 龍弥(1) ｿﾉﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 男子 伊集院高

4 男子 ８００ｍ 91 637 田中 慶次(1) ﾀﾅｶ ｹｲｼﾞ 男子 伊集院高

4 男子 ８００ｍ 91 634 佐竹 神満(1) ｻﾀｹ ｶﾐﾐﾁ 男子 屋久島高

4 男子 ８００ｍ 91 347 福永 偉央(3) ﾌｸﾅｶﾞ ｲｵ 男子 加治木工高

4 男子 ８００ｍ 91 349 山﨑 航毅(1) ﾔﾏｻｷ ｺｳｷ 男子 加治木工高

4 男子 ８００ｍ 91 746 岡村 怜雄(1) ｵｶﾑﾗ ﾚｵ 男子 加治木工高

4 男子 ８００ｍ 91 209 上ノ原 健晴(2) ｳｴﾉﾊﾗ ﾀｹﾊﾙ 男子 加治木高

4 男子 ８００ｍ 91 699 津田和 智也(1) ﾂﾀﾞﾜ ﾄﾓﾔ 男子 加治木高

4 男子 ８００ｍ 91 797 内倉 拓海(1) ｳﾁｸﾗ ﾀｸﾐ 男子 串良商高

4 男子 ８００ｍ 91 451 吉留 太陽(1) ﾖｼﾄﾞﾒ ﾀｲﾖｳ 男子 串良商高

4 男子 ８００ｍ 91 109 関本 大成(2) ｾｷﾓﾄ ﾀｲｾｲ 男子 甲南高

4 男子 ８００ｍ 91 110 副島 寛博(2) ｿｴｼﾞﾏ ﾓﾄﾋﾛ 男子 甲南高

4 男子 ８００ｍ 91 563 前屋 歩澄(2) ﾏｴﾔ ｱﾕﾄ 男子 国分高

4 男子 ８００ｍ 91 577 大西 孟史(3) ｵｵﾆｼ ﾓﾄﾌﾐ 男子 国分中央高

4 男子 ８００ｍ 91 598 永里 慶太(1) ﾅｶﾞｻﾄ ｹｲﾀ 男子 国分中央高

4 男子 ８００ｍ 91 640 松﨑 隼(1) ﾏﾂｻﾞｷ ｼｭﾝ 男子 指宿商高

4 男子 ８００ｍ 91 736 下小野田 洸希(2) ｼﾓｵﾉﾀﾞ ｺｳｷ 男子 鹿屋高

4 男子 ８００ｍ 91 189 伊藤 陽太(2) ｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 男子 鹿児島玉龍高

4 男子 ８００ｍ 91 387 嶽野 智博(2) ﾀｹﾉ ﾄﾓﾋﾛ 男子 鹿児島工高

4 男子 ８００ｍ 91 4 安﨑 泰(3) ｱﾝｻﾞｷ ﾀｲ 男子 鹿児島高

4 男子 ８００ｍ 91 44 今村 愁(2) ｲﾏﾑﾗ ｼｭｳ 男子 鹿児島高

4 男子 ８００ｍ 91 45 今村 蓮(2) ｲﾏﾑﾗ ﾚﾝ 男子 鹿児島高

4 男子 ８００ｍ 91 46 岩﨑 海人(2) ｲﾜｻｷ ｶｲﾄ 男子 鹿児島高

4 男子 ８００ｍ 91 49 黒木 大凱(2) ｸﾛｷ ﾀｲｶﾞ 男子 鹿児島高

4 男子 ８００ｍ 91 50 桑原 健助(2) ｸﾜﾊﾗ ｹﾝｽｹ 男子 鹿児島高

4 男子 ８００ｍ 91 54 神守 正義(1) ｶﾐﾓﾘ ﾏｻﾖｼ 男子 鹿児島高

4 男子 ８００ｍ 91 55 家弓 龍馬(1) ｶﾕﾐ ﾘｮｳﾏ 男子 鹿児島高

4 男子 ８００ｍ 91 56 久保 俊翔(1) ｸﾎﾞ ｼｭﾝﾄ 男子 鹿児島高

4 男子 ８００ｍ 91 58 増水 蓮(1) ﾏｽﾐｽﾞ ﾚﾝ 男子 鹿児島高

4 男子 ８００ｍ 91 59 南 福輝(1) ﾐﾅﾐ ﾓﾄｷ 男子 鹿児島高

4 男子 ８００ｍ 91 193 山内 颯馬(3) ﾔﾏｳﾁ ｿｳﾏ 男子 鹿児島高特支



4 男子 ８００ｍ 91 194 外松 大夢(2) ｿﾄﾏﾂ ﾋﾛﾑ 男子 鹿児島高特支

4 男子 ８００ｍ 91 772 諏訪 孝太(1) ｽﾜ ｺｳﾀ 男子 鹿児島高特支

4 男子 ８００ｍ 91 771 櫻井 心直(1) ｻｸﾗｲ ｺﾅ 男子 鹿児島高特支

4 男子 ８００ｍ 91 435 渡邉 帝雅(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｶﾞ 男子 鹿児島商高

4 男子 ８００ｍ 91 443 有村 佑斗(2) ｱﾘﾑﾗ ﾕｳﾄ 男子 鹿児島商高

4 男子 ８００ｍ 91 493 田原 諒大(1) ﾀﾊﾗ ｱｻﾄ 男子 鹿児島商高

4 男子 ８００ｍ 91 491 西浦 雄真(1) ﾆｼｳﾗ ﾕｳﾏ 男子 鹿児島商高

4 男子 ８００ｍ 91 488 春木 幸音(1) ﾊﾙｷ ﾕｷﾄ 男子 鹿児島商高

4 男子 ８００ｍ 91 489 山下 瑛照(1) ﾔﾏｼﾀ ｴｲｼｮｳ 男子 鹿児島商高

4 男子 ８００ｍ 91 404 亘 遼馬(3) ﾜﾀﾘ ﾘｮｳﾏ 男子 鹿児島城西高

4 男子 ８００ｍ 91 400 小路 翔琉(2) ｺﾐﾁ ｶｹﾙ 男子 鹿児島城西高

4 男子 ８００ｍ 91 412 佐久間 大河(1) ｻｸﾏ ﾀｲｶﾞ 男子 鹿児島城西高

4 男子 ８００ｍ 91 779 迫 龍希(1) ｻｺ ﾘｭｳｷ 男子 鹿児島情報高

4 男子 ８００ｍ 91 782 東久保 優清(1) ﾋｶﾞｼｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ 男子 鹿児島情報高

4 男子 ８００ｍ 91 431 新山 眞麻(2) ﾆｲﾔﾏ ﾏｱｻ 男子 鹿児島中央高

4 男子 ８００ｍ 91 423 竹之内 優希(2) ﾀｹﾉｳﾁ ﾕｳｷ 男子 鹿児島中央高

4 男子 ８００ｍ 91 425 五嶋 勇斗(2) ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 鹿児島中央高

4 男子 ８００ｍ 91 312 笹原 颯馬(2) ｻｻﾊﾗ ｿｳﾏ 男子 鹿児島南高

4 男子 ８００ｍ 91 95 山﨑 翔海(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾏ 男子 種子島中央高

4 男子 ８００ｍ 91 624 田原 基暉(1) ﾀﾊﾗ ﾓﾄｷ 男子 出水工高

4 男子 ８００ｍ 91 625 茨木 利家(3) ｲﾊﾞﾗｷ ﾄｼｲｴ 男子 出水工高

4 男子 ８００ｍ 91 176 野端 躍人(2) ﾉﾊﾞﾀ ﾔｸﾄ 男子 出水高

4 男子 ８００ｍ 91 532 菊田 貴仁(3) ｷｸﾀ ﾀｶﾋﾄ 男子 出水中央高

4 男子 ８００ｍ 91 523 池田 結楽(1) ｲｹﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 男子 出水中央高

4 男子 ８００ｍ 91 542 清水 喜一郎(1) ｷﾖﾐｽﾞ ｷｲﾁﾛｳ 男子 出水中央高

4 男子 ８００ｍ 91 543 小﨑 愛大(1) ｺｻｷ ﾏﾅﾄ 男子 出水中央高

4 男子 ８００ｍ 91 526 佐藤 大輝(1) ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 男子 出水中央高

4 男子 ８００ｍ 91 534 中村 晃斗(1) ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾄ 男子 出水中央高

4 男子 ８００ｍ 91 536 西川 結人(1) ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾄ 男子 出水中央高

4 男子 ８００ｍ 91 524 野中 陽向(1) ﾉﾅｶ ﾋﾅﾀ 男子 出水中央高

4 男子 ８００ｍ 91 537 平田 義貴(1) ﾋﾗﾀ ﾖｼｷ 男子 出水中央高

4 男子 ８００ｍ 91 259 砂坂 康太(1) ｽﾅｻｶ ｺｳﾀ 男子 松陽高

4 男子 ８００ｍ 91 615 大嵩 宙(1) ｵｵﾀｶ ｿﾗ 男子 樟南高

4 男子 ８００ｍ 91 614 髙浜 和翔(1) ﾀｶﾊﾏ ｱｲﾄ 男子 樟南高

4 男子 ８００ｍ 91 611 高﨑 陸(1) ﾀｶｻｷ ﾘｸ 男子 樟南高

4 男子 ８００ｍ 91 461 白ヶ澤 勇翔(2) ｼﾗｶﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ 男子 吹上高

4 男子 ８００ｍ 91 748 外薗 友我(2) ﾎｶｿﾞﾉ ﾕｳｶﾞ 男子 吹上高

4 男子 ８００ｍ 91 468 松尾 翔矢(2) ﾏﾂｵ ｼｮｳﾔ 男子 川内商工高

4 男子 ８００ｍ 91 478 出水 瑚白(2) ﾃﾞﾐｽﾞ ｺﾊｸ 男子 曽於高

4 男子 ８００ｍ 91 116 邦本 航希(2) ｸﾆﾓﾄ ｺｳｷ 男子 鶴丸高

4 男子 ８００ｍ 91 113 野上 楓矢(2) ﾉｶﾞﾐ ﾌｳﾔ 男子 鶴丸高

4 男子 ８００ｍ 91 126 奥平 一真(3) ｵｸﾋﾗ ｲｯｼﾝ 男子 鶴翔高

4 男子 ８００ｍ 91 129 橋口 優世(2) ﾊｼｸﾞﾁ ﾕｳｾｲ 男子 鶴翔高

4 男子 ８００ｍ 91 123 平谷 龍之介(2) ﾋﾗﾀﾆ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 鶴翔高

4 男子 ８００ｍ 91 286 小田 陸斗(1) ｵﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 鶴翔高

4 男子 ８００ｍ 91 288 徳留 洸(1) ﾄｸﾄﾞﾒ ｺｳ 男子 鶴翔高



4 男子 ８００ｍ 91 287 牧内 天優(1) ﾏｷｳﾁ ﾃﾝﾕｳ 男子 鶴翔高

4 男子 ８００ｍ 91 291 益 駿太(1) ﾏｽ ｼｭﾝﾀ 男子 鶴翔高

4 男子 ８００ｍ 91 289 赤瀬 太志(1) ｱｶｾ ﾀｲｼ 男子 鶴翔高

4 男子 ８００ｍ 91 264 今村 聡一郎(3) ｲﾏﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 武岡台高

4 男子 ８００ｍ 91 263 垂野 純太(2) ﾀﾙﾉ ｼﾞｭﾝﾀ 男子 武岡台高

4 男子 ８００ｍ 91 268 別府 浩斗(2) ﾍﾞｯﾌﾟ ﾋﾛﾄ 男子 武岡台高

4 男子 ８００ｍ 91 271 家村 唯人(2) ｲｴﾑﾗ ﾕｲﾄ 男子 武岡台高

4 男子 ８００ｍ 91 273 能勢 泰成(2) ﾉｾ ﾀｲｾｲ 男子 武岡台高

4 男子 ８００ｍ 91 133 黒木 悠生(3) ｸﾛｷ ﾕｳｾｲ 男子 鳳凰高

4 男子 ８００ｍ 91 136 宮地 佑空(3) ﾐﾔﾁ ﾀｽｸ 男子 鳳凰高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

5 男子 １５００ｍ 200 281 浦上 蒼志(3) ｳﾗｶﾐ ｱｵｼ 男子 れいめい高

5 男子 １５００ｍ 200 282 山之口 拓海(3) ﾔﾏﾉｸﾁ ﾀｸﾐ 男子 れいめい高

5 男子 １５００ｍ 200 280 若松 隆登(2) ﾜｶﾏﾂ ﾘｭｳﾄ 男子 れいめい高

5 男子 １５００ｍ 200 279 堀 陽貴(2) ﾎﾘ ﾊﾙｷ 男子 れいめい高

5 男子 １５００ｍ 200 284 濵野 颯汰(2) ﾊﾏﾉ ｿｳﾀ 男子 れいめい高

5 男子 １５００ｍ 200 432 福元 一輝(1) ﾌｸﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男子 れいめい高

5 男子 １５００ｍ 200 356 西田 遼平(3) ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 男子 伊集院高

5 男子 １５００ｍ 200 364 福留 規介(2) ﾌｸﾄﾞﾒ ｷｽｹ 男子 伊集院高

5 男子 １５００ｍ 200 639 薗田 龍弥(1) ｿﾉﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 男子 伊集院高

5 男子 １５００ｍ 200 145 牛之濵 歩(3) ｳｼﾉﾊﾏ ｱﾕﾑ 男子 屋久島高

5 男子 １５００ｍ 200 634 佐竹 神満(1) ｻﾀｹ ｶﾐﾐﾁ 男子 屋久島高

5 男子 １５００ｍ 200 347 福永 偉央(3) ﾌｸﾅｶﾞ ｲｵ 男子 加治木工高

5 男子 １５００ｍ 200 348 永吉 龍騎(3) ﾅｶﾞﾖｼ ﾘｭｳｷ 男子 加治木工高

5 男子 １５００ｍ 200 341 桐木平 知晃(2) ｷﾘｷﾋﾗ ﾄﾓｱｷ 男子 加治木工高

5 男子 １５００ｍ 200 351 森 裕馬(2) ﾓﾘ ﾕｳﾏ 男子 加治木工高

5 男子 １５００ｍ 200 353 東元 温音(2) ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 加治木工高

5 男子 １５００ｍ 200 745 石原田 龍騎(1) ｲｼﾊﾗﾀﾞ ﾘｭｳｷ 男子 加治木工高

5 男子 １５００ｍ 200 747 藤村 颯大(1) ﾌｼﾞﾑﾗ ｿｳﾀﾞｲ 男子 加治木工高

5 男子 １５００ｍ 200 207 德田 玲麻(2) ﾄｸﾀﾞ ﾚｵ 男子 加治木高

5 男子 １５００ｍ 200 659 岩下 惇(1) ｲﾜｼﾀ ｱﾂｼ 男子 加治木高

5 男子 １５００ｍ 200 658 槐島 光莉(1) ｹﾞｼﾞﾏ ﾋｶﾘ 男子 加治木高

5 男子 １５００ｍ 200 664 前田 悠陽(1) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｱ 男子 加治木高

5 男子 １５００ｍ 200 767 多田隈 亮(1) ﾀﾀﾞｸﾏ ﾘｮｳ 男子 錦江湾高

5 男子 １５００ｍ 200 769 滿富 陽生(1) ﾐﾂﾄﾐ ﾊﾙｷ 男子 錦江湾高

5 男子 １５００ｍ 200 797 内倉 拓海(1) ｳﾁｸﾗ ﾀｸﾐ 男子 串良商高

5 男子 １５００ｍ 200 451 吉留 太陽(1) ﾖｼﾄﾞﾒ ﾀｲﾖｳ 男子 串良商高

5 男子 １５００ｍ 200 109 関本 大成(2) ｾｷﾓﾄ ﾀｲｾｲ 男子 甲南高

5 男子 １５００ｍ 200 704 藤後 響基(1) ﾄｳｺﾞ ﾋﾋﾞｷ 男子 甲南高

5 男子 １５００ｍ 200 562 浜田 浩太朗(2) ﾊﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 男子 国分高

5 男子 １５００ｍ 200 788 吹春 克弥(2) ﾌｷﾊﾙ ｶﾂﾔ 男子 国分高

5 男子 １５００ｍ 200 569 平良 凛(2) ﾀｲﾗ ﾘﾝ 男子 国分高

5 男子 １５００ｍ 200 579 梶原 海心(3) ｶｼﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾝ 男子 国分中央高

5 男子 １５００ｍ 200 586 榊 晃太(2) ｻｶｷ ｺｳﾀ 男子 国分中央高

5 男子 １５００ｍ 200 573 髙木 慶介(3) ﾀｶｷﾞ ｹｲｽｹ 男子 国分中央高

5 男子 １５００ｍ 200 596 水元 紀嵐(2) ﾐｽﾞﾓﾄ ｷﾗ 男子 国分中央高



5 男子 １５００ｍ 200 572 吉留 毅人(3) ﾖｼﾄﾞﾒ ﾀｹﾄ 男子 国分中央高

5 男子 １５００ｍ 200 575 脇野 怜央(3) ﾜｷﾉ ﾚｵ 男子 国分中央高

5 男子 １５００ｍ 200 735 久木田 陸(2) ｸｷﾀ ﾘｸ 男子 鹿屋高

5 男子 １５００ｍ 200 732 古屋敷 光記(2) ﾌﾙﾔｼｷ ｺｳｷ 男子 鹿屋高

5 男子 １５００ｍ 200 183 横山 慎之助(2) ﾖｺﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ 男子 鹿児島玉龍高

5 男子 １５００ｍ 200 190 中野 颯也(2) ﾅｶﾉ ｿｳﾔ 男子 鹿児島玉龍高

5 男子 １５００ｍ 200 184 松元 新大(1) ﾏﾂﾓﾄ ｱﾗﾀ 男子 鹿児島玉龍高

5 男子 １５００ｍ 200 384 神野 拓斗(3) ｶﾐﾉ ﾀｸﾄ 男子 鹿児島工高

5 男子 １５００ｍ 200 381 木佐貫 響(3) ｷｻﾇｷ ﾋﾋﾞｷ 男子 鹿児島工高

5 男子 １５００ｍ 200 379 冨松 大地(3) ﾄﾐﾏﾂ ﾀﾞｲﾁ 男子 鹿児島工高

5 男子 １５００ｍ 200 378 中島 琢登(3) ﾅｶｼﾏ ﾀｸﾄ 男子 鹿児島工高

5 男子 １５００ｍ 200 382 中原 胡太郎(3) ﾅｶﾊﾗ ｺﾀﾛｳ 男子 鹿児島工高

5 男子 １５００ｍ 200 385 西久保 雄志郎(3) ﾆｼｸﾎﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 男子 鹿児島工高

5 男子 １５００ｍ 200 389 村吉 孝海(3) ﾑﾗﾖｼ ﾀｶｳﾐ 男子 鹿児島工高

5 男子 １５００ｍ 200 391 山下 尚生(3) ﾔﾏｼﾀ ﾅｵｷ 男子 鹿児島工高

5 男子 １５００ｍ 200 388 山田 裕大(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島工高

5 男子 １５００ｍ 200 386 久徳 斗真(2) ｷｭｳﾄｸ ﾄｳﾏ 男子 鹿児島工高

5 男子 １５００ｍ 200 387 嶽野 智博(2) ﾀｹﾉ ﾄﾓﾋﾛ 男子 鹿児島工高

5 男子 １５００ｍ 200 390 塩屋 廉斗(1) ｼｵﾔ ﾚﾝﾄ 男子 鹿児島工高

5 男子 １５００ｍ 200 392 下池 将多郎(1) ｼﾓｲｹ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 鹿児島工高

5 男子 １５００ｍ 200 394 中島 優空(1) ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島工高

5 男子 １５００ｍ 200 393 森 颯斗(1) ﾓﾘ ﾊﾔﾄ 男子 鹿児島工高

5 男子 １５００ｍ 200 697 木佐貫 謙(1) ｷｻﾇｷ ｹﾝ 男子 鹿児島工高

5 男子 １５００ｍ 200 38 家弓 海龍(3) ｶﾕﾐ ｶｲﾄ 男子 鹿児島高

5 男子 １５００ｍ 200 40 宮園 天惠(3) ﾐﾔｿﾞﾉ ﾃﾝｹｲ 男子 鹿児島高

5 男子 １５００ｍ 200 42 池下 立樹(2) ｲｹｼﾀ ﾘｷ 男子 鹿児島高

5 男子 １５００ｍ 200 44 今村 愁(2) ｲﾏﾑﾗ ｼｭｳ 男子 鹿児島高

5 男子 １５００ｍ 200 45 今村 蓮(2) ｲﾏﾑﾗ ﾚﾝ 男子 鹿児島高

5 男子 １５００ｍ 200 46 岩﨑 海人(2) ｲﾜｻｷ ｶｲﾄ 男子 鹿児島高

5 男子 １５００ｍ 200 50 桑原 健助(2) ｸﾜﾊﾗ ｹﾝｽｹ 男子 鹿児島高

5 男子 １５００ｍ 200 51 髙野 翔太(2) ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ 男子 鹿児島高

5 男子 １５００ｍ 200 53 早稲田 蓮(2) ﾜｾﾀﾞ ﾚﾝ 男子 鹿児島高

5 男子 １５００ｍ 200 56 久保 俊翔(1) ｸﾎﾞ ｼｭﾝﾄ 男子 鹿児島高

5 男子 １５００ｍ 200 57 神領 渉(1) ｼﾝﾘｮｳ ﾜﾀﾙ 男子 鹿児島高

5 男子 １５００ｍ 200 58 増水 蓮(1) ﾏｽﾐｽﾞ ﾚﾝ 男子 鹿児島高

5 男子 １５００ｍ 200 59 南 福輝(1) ﾐﾅﾐ ﾓﾄｷ 男子 鹿児島高

5 男子 １５００ｍ 200 556 西村 郁哉(3) ﾆｼﾑﾗ ﾌﾐﾔ 男子 鹿児島高専

5 男子 １５００ｍ 200 553 橋口 健志郎(2) ﾊｼｸﾞﾁ ｹﾝｼﾛｳ 男子 鹿児島高専

5 男子 １５００ｍ 200 771 櫻井 心直(1) ｻｸﾗｲ ｺﾅ 男子 鹿児島高特支

5 男子 １５００ｍ 200 152 安藤 風羽(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾌｳ 男子 鹿児島実高

5 男子 １５００ｍ 200 153 岡野 凌成(3) ｵｶﾉ ﾘｮｳｾｲ 男子 鹿児島実高

5 男子 １５００ｍ 200 151 毛下 大暉(3) ｹｵﾛｼ ﾀﾞｲｷ 男子 鹿児島実高

5 男子 １５００ｍ 200 157 菱沼 大晟(3) ﾋｼﾇﾏ ﾀｲｾｲ 男子 鹿児島実高

5 男子 １５００ｍ 200 150 松山 晃琉(3) ﾏﾂﾔﾏ ﾋｶﾙ 男子 鹿児島実高

5 男子 １５００ｍ 200 167 池亀 侑生(1) ｲｹｶﾞﾒ ﾕｳｷ 男子 鹿児島実高

5 男子 １５００ｍ 200 162 加藤 大夢(1) ｶﾄｳ ﾋﾛﾑ 男子 鹿児島実高



5 男子 １５００ｍ 200 164 永田 翔(1) ﾅｶﾞﾀ ｶｹﾙ 男子 鹿児島実高

5 男子 １５００ｍ 200 174 亀山 隆一(1) ｶﾒﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ 男子 鹿児島実高

5 男子 １５００ｍ 200 163 高野 九十九(1) ﾀｶﾉ ﾂｸﾓ 男子 鹿児島実高

5 男子 １５００ｍ 200 168 梛木 一真(1) ﾅｷﾞ ｶｽﾞﾔ 男子 鹿児島実高

5 男子 １５００ｍ 200 165 波留 怜翔(1) ﾊﾙ ﾚﾝﾄ 男子 鹿児島実高

5 男子 １５００ｍ 200 443 有村 佑斗(2) ｱﾘﾑﾗ ﾕｳﾄ 男子 鹿児島商高

5 男子 １５００ｍ 200 438 尾ノ上 一(2) ｵﾉｳｴ ﾊｼﾞﾒ 男子 鹿児島商高

5 男子 １５００ｍ 200 493 田原 諒大(1) ﾀﾊﾗ ｱｻﾄ 男子 鹿児島商高

5 男子 １５００ｍ 200 491 西浦 雄真(1) ﾆｼｳﾗ ﾕｳﾏ 男子 鹿児島商高

5 男子 １５００ｍ 200 488 春木 幸音(1) ﾊﾙｷ ﾕｷﾄ 男子 鹿児島商高

5 男子 １５００ｍ 200 489 山下 瑛照(1) ﾔﾏｼﾀ ｴｲｼｮｳ 男子 鹿児島商高

5 男子 １５００ｍ 200 494 渡邉 隆喜(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｷ 男子 鹿児島商高

5 男子 １５００ｍ 200 407 大六野 凛(1) ﾀﾞｲﾛｸﾉ ﾘﾝ 男子 鹿児島城西高

5 男子 １５００ｍ 200 410 猩々 晴天(1) ｼｮｳｼﾞｮｳ ｾｲﾃﾝ 男子 鹿児島城西高

5 男子 １５００ｍ 200 400 小路 翔琉(2) ｺﾐﾁ ｶｹﾙ 男子 鹿児島城西高

5 男子 １５００ｍ 200 397 松木 聖直(3) ﾏﾂｷ ﾏｻﾅｵ 男子 鹿児島城西高

5 男子 １５００ｍ 200 412 佐久間 大河(1) ｻｸﾏ ﾀｲｶﾞ 男子 鹿児島城西高

5 男子 １５００ｍ 200 408 中村 秀(1) ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳ 男子 鹿児島城西高

5 男子 １５００ｍ 200 413 賀来 葵伊(3) ｶﾗｲ ｱｵｲ 男子 鹿児島城西高

5 男子 １５００ｍ 200 405 吉元 清悟(3) ﾖｼﾓﾄ ｾｲｺﾞ 男子 鹿児島城西高

5 男子 １５００ｍ 200 415 三角 洸太(2) ﾐｽﾐ ｺｳﾀ 男子 鹿児島城西高

5 男子 １５００ｍ 200 409 岡本 龍聖(1) ｵｶﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 男子 鹿児島城西高

5 男子 １５００ｍ 200 416 水溜 愛斗(1) ﾐｽﾞﾀﾏﾘ ﾏﾅﾄ 男子 鹿児島城西高

5 男子 １５００ｍ 200 779 迫 龍希(1) ｻｺ ﾘｭｳｷ 男子 鹿児島情報高

5 男子 １５００ｍ 200 780 寺元 雅(1) ﾃﾗﾓﾄ ﾐﾔﾋﾞ 男子 鹿児島情報高

5 男子 １５００ｍ 200 782 東久保 優清(1) ﾋｶﾞｼｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ 男子 鹿児島情報高

5 男子 １５００ｍ 200 144 大薗 直大(2) ｵｵｿﾞﾉ ﾅｵﾋﾛ 男子 鹿児島水産高

5 男子 １５００ｍ 200 426 溝口 凜(2) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘﾝ 男子 鹿児島中央高

5 男子 １５００ｍ 200 717 石原 健人(1) ｲｼﾊﾗ ｹﾝﾄ 男子 鹿児島中央高

5 男子 １５００ｍ 200 326 太田 遥斗(2) ｵｵﾀ ﾊﾙﾄ 男子 鹿児島南高

5 男子 １５００ｍ 200 306 嶽 隆大(2) ﾀｹ ﾘｭｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島南高

5 男子 １５００ｍ 200 315 清藤 悠里(1) ｷﾖﾌｼﾞ ﾕｳﾘ 男子 鹿児島南高

5 男子 １５００ｍ 200 712 前田 颯太(1) ﾏｴﾀﾞ ｿｳﾀ 男子 鹿児島南高

5 男子 １５００ｍ 200 710 四元 涼也(1) ﾖﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 男子 鹿児島南高

5 男子 １５００ｍ 200 95 山﨑 翔海(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾏ 男子 種子島中央高

5 男子 １５００ｍ 200 624 田原 基暉(1) ﾀﾊﾗ ﾓﾄｷ 男子 出水工高

5 男子 １５００ｍ 200 648 佐藤 加納大(1) ｻﾄｳ ｶﾅﾀ 男子 出水高

5 男子 １５００ｍ 200 649 下澤 裕(1) ｼﾓｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 男子 出水高

5 男子 １５００ｍ 200 514 小川 耀平(3) ｵｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 男子 出水中央高

5 男子 １５００ｍ 200 532 菊田 貴仁(3) ｷｸﾀ ﾀｶﾋﾄ 男子 出水中央高

5 男子 １５００ｍ 200 531 松本 陸生(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸｵ 男子 出水中央高

5 男子 １５００ｍ 200 527 山床 憲翔(3) ﾔﾏﾄｺ ｹﾝﾄ 男子 出水中央高

5 男子 １５００ｍ 200 519 石岡 大侑(2) ｲｼｵｶ ﾋﾛﾕｷ 男子 出水中央高

5 男子 １５００ｍ 200 539 石丸 惇那(2) ｲｼﾏﾙ ｼﾞｭﾝﾅ 男子 出水中央高

5 男子 １５００ｍ 200 520 新 結人(2) ｼﾝ ﾕｲﾄ 男子 出水中央高

5 男子 １５００ｍ 200 517 西 椋平(2) ﾆｼ ﾘｮｳﾍｲ 男子 出水中央高



5 男子 １５００ｍ 200 538 濵島 将治(2) ﾊﾏｼﾏ ﾏｻﾊﾙ 男子 出水中央高

5 男子 １５００ｍ 200 541 東 叶夢(2) ﾋｶﾞｼ ｶﾅﾑ 男子 出水中央高

5 男子 １５００ｍ 200 523 池田 結楽(1) ｲｹﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 男子 出水中央高

5 男子 １５００ｍ 200 542 清水 喜一郎(1) ｷﾖﾐｽﾞ ｷｲﾁﾛｳ 男子 出水中央高

5 男子 １５００ｍ 200 543 小﨑 愛大(1) ｺｻｷ ﾏﾅﾄ 男子 出水中央高

5 男子 １５００ｍ 200 526 佐藤 大輝(1) ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 男子 出水中央高

5 男子 １５００ｍ 200 534 中村 晃斗(1) ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾄ 男子 出水中央高

5 男子 １５００ｍ 200 536 西川 結人(1) ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾄ 男子 出水中央高

5 男子 １５００ｍ 200 524 野中 陽向(1) ﾉﾅｶ ﾋﾅﾀ 男子 出水中央高

5 男子 １５００ｍ 200 537 平田 義貴(1) ﾋﾗﾀ ﾖｼｷ 男子 出水中央高

5 男子 １５００ｍ 200 518 出水 愛翔(2) ｲｽﾞﾐ ﾏﾅﾄ 男子 出水中央高

5 男子 １５００ｍ 200 521 北岡 瑞貴(2) ｷﾀｵｶ ﾐｽﾞｷ 男子 出水中央高

5 男子 １５００ｍ 200 525 市森 歩望(1) ｲﾁﾓﾘ ｱﾕﾑ 男子 出水中央高

5 男子 １５００ｍ 200 535 鉈落 照紀(1) ﾅﾀｵﾁ ﾃﾙｷ 男子 出水中央高

5 男子 １５００ｍ 200 671 江藤 陽稀(1) ｴﾄｳ ﾊﾙｷ 男子 松陽高

5 男子 １５００ｍ 200 602 内村 寿希(3) ｳﾁﾑﾗ ﾄｼｷ 男子 樟南高

5 男子 １５００ｍ 200 601 末満 仁之助(3) ｽｴﾐﾂ ｼﾞﾝﾉｽｹ 男子 樟南高

5 男子 １５００ｍ 200 599 中尾 来(3) ﾅｶｵ ﾗｲ 男子 樟南高

5 男子 １５００ｍ 200 600 東 汰騎(3) ﾋｶﾞｼ ﾀｲｷ 男子 樟南高

5 男子 １５００ｍ 200 605 三坂 佳賞(2) ﾐｻｶ ﾖｼﾀｶ 男子 樟南高

5 男子 １５００ｍ 200 612 川上 楓人(2) ｶﾜｶﾐ ﾌｳﾄ 男子 樟南高

5 男子 １５００ｍ 200 607 倉村 空(2) ｸﾗﾑﾗ ｿﾗ 男子 樟南高

5 男子 １５００ｍ 200 606 中村 凌也(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾔ 男子 樟南高

5 男子 １５００ｍ 200 613 横村 大全(2) ﾖｺﾑﾗ ﾀﾞｲｻﾞﾝ 男子 樟南高

5 男子 １５００ｍ 200 615 大嵩 宙(1) ｵｵﾀｶ ｿﾗ 男子 樟南高

5 男子 １５００ｍ 200 609 金丸 雄大(1) ｶﾈﾏﾙ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 樟南高

5 男子 １５００ｍ 200 614 髙浜 和翔(1) ﾀｶﾊﾏ ｱｲﾄ 男子 樟南高

5 男子 １５００ｍ 200 611 高﨑 陸(1) ﾀｶｻｷ ﾘｸ 男子 樟南高

5 男子 １５００ｍ 200 461 白ヶ澤 勇翔(2) ｼﾗｶﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ 男子 吹上高

5 男子 １５００ｍ 200 748 外薗 友我(2) ﾎｶｿﾞﾉ ﾕｳｶﾞ 男子 吹上高

5 男子 １５００ｍ 200 75 谷元 奏太(2) ﾀﾆﾓﾄ ｶﾅﾀ 男子 川内高

5 男子 １５００ｍ 200 91 窪薗 太玖斗(2) ｸﾎﾞｿﾞﾉ ﾀｸﾄ 男子 川内高

5 男子 １５００ｍ 200 92 吉川 泰弘(2) ﾖｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 男子 川内高

5 男子 １５００ｍ 200 677 石原 拳児(1) ｲｼﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 男子 川内高

5 男子 １５００ｍ 200 678 有川 翔基(1) ｱﾘｶﾜ ｼｮｳｷ 男子 川内高

5 男子 １５００ｍ 200 680 井上 颯真(1) ｲﾉｳｴ ｿｳﾏ 男子 川内高

5 男子 １５００ｍ 200 679 山田 新太(1) ﾔﾏﾀﾞ ｱﾗﾀ 男子 川内高

5 男子 １５００ｍ 200 464 脇 咲磨(3) ﾜｷ ｼｮｳﾏ 男子 川内商工高

5 男子 １５００ｍ 200 462 宮後 颯太(3) ﾐﾔｳｼﾛ ｿｳﾀ 男子 川内商工高

5 男子 １５００ｍ 200 473 水澤 卓磨(3) ﾐｽﾞｻﾜ ﾀｸﾏ 男子 川内商工高

5 男子 １５００ｍ 200 474 中山 幸也(2) ﾅｶﾔﾏ ﾕｷﾔ 男子 川内商工高

5 男子 １５００ｍ 200 475 橋元 秀青(2) ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳｾｲ 男子 川内商工高

5 男子 １５００ｍ 200 469 児島 一心(1) ｺｼﾞﾏ ｲｯｼﾝ 男子 川内商工高

5 男子 １５００ｍ 200 759 益滿 昊也(1) ﾏｽﾐﾂ ｺｳﾔ 男子 川内商工高

5 男子 １５００ｍ 200 482 泊 裕太(3) ﾄﾏﾘ ﾕｳﾀ 男子 曽於高

5 男子 １５００ｍ 200 480 大曲 海音(1) ｵｵﾏｶﾞﾘ ｶｲﾄ 男子 曽於高



5 男子 １５００ｍ 200 753 鈴木 海渡(1) ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 男子 曽於高

5 男子 １５００ｍ 200 116 邦本 航希(2) ｸﾆﾓﾄ ｺｳｷ 男子 鶴丸高

5 男子 １５００ｍ 200 113 野上 楓矢(2) ﾉｶﾞﾐ ﾌｳﾔ 男子 鶴丸高

5 男子 １５００ｍ 200 125 牛ノ濱 翔汰(3) ｳｼﾉﾊﾏ ｼｮｳﾀ 男子 鶴翔高

5 男子 １５００ｍ 200 126 奥平 一真(3) ｵｸﾋﾗ ｲｯｼﾝ 男子 鶴翔高

5 男子 １５００ｍ 200 119 嵜川 竜鳳(3) ｻｷｶﾜ ﾘｭｳﾎｳ 男子 鶴翔高

5 男子 １５００ｍ 200 127 中野 貴誉(3) ﾅｶﾉ ﾀｶﾖｼ 男子 鶴翔高

5 男子 １５００ｍ 200 120 春山 隆慎(3) ﾊﾙﾔﾏ ﾘｭｳｼﾝ 男子 鶴翔高

5 男子 １５００ｍ 200 124 福元 蓮(3) ﾌｸﾓﾄ ﾚﾝ 男子 鶴翔高

5 男子 １５００ｍ 200 118 馬立 廉冬(3) ﾏﾀﾃ ﾚﾝﾄ 男子 鶴翔高

5 男子 １５００ｍ 200 122 神之田 大翼(2) ｶﾐﾉﾀ ﾂﾊﾞｻ 男子 鶴翔高

5 男子 １５００ｍ 200 129 橋口 優世(2) ﾊｼｸﾞﾁ ﾕｳｾｲ 男子 鶴翔高

5 男子 １５００ｍ 200 123 平谷 龍之介(2) ﾋﾗﾀﾆ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 鶴翔高

5 男子 １５００ｍ 200 286 小田 陸斗(1) ｵﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 鶴翔高

5 男子 １５００ｍ 200 288 徳留 洸(1) ﾄｸﾄﾞﾒ ｺｳ 男子 鶴翔高

5 男子 １５００ｍ 200 287 牧内 天優(1) ﾏｷｳﾁ ﾃﾝﾕｳ 男子 鶴翔高

5 男子 １５００ｍ 200 291 益 駿太(1) ﾏｽ ｼｭﾝﾀ 男子 鶴翔高

5 男子 １５００ｍ 200 289 赤瀬 太志(1) ｱｶｾ ﾀｲｼ 男子 鶴翔高

5 男子 １５００ｍ 200 271 家村 唯人(2) ｲｴﾑﾗ ﾕｲﾄ 男子 武岡台高

5 男子 １５００ｍ 200 726 石川 颯太(1) ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ 男子 武岡台高

5 男子 １５００ｍ 200 725 出水 克洋(1) ｲｽﾞﾐ ｶﾂﾋﾛ 男子 武岡台高

5 男子 １５００ｍ 200 730 立本 晴也(1) ﾀﾁﾓﾄ ﾊﾙﾔ 男子 武岡台高

5 男子 １５００ｍ 200 133 黒木 悠生(3) ｸﾛｷ ﾕｳｾｲ 男子 鳳凰高

5 男子 １５００ｍ 200 135 倉野 友樹(3) ｸﾗﾉ ﾕｳｷ 男子 鳳凰高

5 男子 １５００ｍ 200 136 宮地 佑空(3) ﾐﾔﾁ ﾀｽｸ 男子 鳳凰高

5 男子 １５００ｍ 200 142 梅橋 拓也(2) ｳﾒﾊｼ ﾀｸﾔ 男子 鳳凰高

5 男子 １５００ｍ 200 141 森 啓志朗(1) ﾓﾘ ｹｲｼﾛｳ 男子 鳳凰高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

6 男子 ５０００ｍ 130 281 浦上 蒼志(3) ｳﾗｶﾐ ｱｵｼ 男子 れいめい高

6 男子 ５０００ｍ 130 280 若松 隆登(2) ﾜｶﾏﾂ ﾘｭｳﾄ 男子 れいめい高

6 男子 ５０００ｍ 130 279 堀 陽貴(2) ﾎﾘ ﾊﾙｷ 男子 れいめい高

6 男子 ５０００ｍ 130 284 濵野 颯汰(2) ﾊﾏﾉ ｿｳﾀ 男子 れいめい高

6 男子 ５０００ｍ 130 145 牛之濵 歩(3) ｳｼﾉﾊﾏ ｱﾕﾑ 男子 屋久島高

6 男子 ５０００ｍ 130 147 大迫 泰陽(2) ｵｵｻｺ ﾀｲﾖｳ 男子 屋久島高

6 男子 ５０００ｍ 130 333 津留見 星陽(3) ﾂﾙﾐ ﾄｼﾔ 男子 加治木工高

6 男子 ５０００ｍ 130 343 田中 翔矢(3) ﾀﾅｶ ｼｮｳﾔ 男子 加治木工高

6 男子 ５０００ｍ 130 348 永吉 龍騎(3) ﾅｶﾞﾖｼ ﾘｭｳｷ 男子 加治木工高

6 男子 ５０００ｍ 130 350 南 龍明(2) ﾐﾅﾐ ﾘｭｳﾒｲ 男子 加治木工高

6 男子 ５０００ｍ 130 662 竹永 壮汰(1) ﾀｹﾅｶﾞ ｿｳﾀ 男子 加治木高

6 男子 ５０００ｍ 130 789 永池 海仁(1) ﾅｶﾞｲｹ ｶｲﾄ 男子 国分高

6 男子 ５０００ｍ 130 788 吹春 克弥(2) ﾌｷﾊﾙ ｶﾂﾔ 男子 国分高

6 男子 ５０００ｍ 130 586 榊 晃太(2) ｻｶｷ ｺｳﾀ 男子 国分中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 576 坂元 晶(3) ｻｶﾓﾄ ｼｮｳ 男子 国分中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 573 髙木 慶介(3) ﾀｶｷﾞ ｹｲｽｹ 男子 国分中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 571 徳吉 琢巳(3) ﾄｸﾖｼ ﾀｸﾐ 男子 国分中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 591 鳥越 大夢(3) ﾄﾘｺﾞｴ ﾋﾛﾑ 男子 国分中央高



6 男子 ５０００ｍ 130 580 前原 駿(2) ﾏｴﾊﾗ ｼｭﾝ 男子 国分中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 572 吉留 毅人(3) ﾖｼﾄﾞﾒ ﾀｹﾄ 男子 国分中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 575 脇野 怜央(3) ﾜｷﾉ ﾚｵ 男子 国分中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 589 渡邊 拓真(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 男子 国分中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 642 濵田 煌心(1) ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｼﾝ 男子 指宿商高

6 男子 ５０００ｍ 130 733 下松八重 宙(2) ｼﾓﾏﾂﾔｴ ﾋﾛｼ 男子 鹿屋高

6 男子 ５０００ｍ 130 180 井之上 侑世(2) ｲﾉｳｴ ﾕｳｾｲ 男子 鹿児島玉龍高

6 男子 ５０００ｍ 130 179 末永 湧(2) ｽｴﾅｶﾞ ﾕｳ 男子 鹿児島玉龍高

6 男子 ５０００ｍ 130 186 尾之上 廉人(2) ｵﾉｳｴ ﾚﾝﾄ 男子 鹿児島玉龍高

6 男子 ５０００ｍ 130 384 神野 拓斗(3) ｶﾐﾉ ﾀｸﾄ 男子 鹿児島工高

6 男子 ５０００ｍ 130 381 木佐貫 響(3) ｷｻﾇｷ ﾋﾋﾞｷ 男子 鹿児島工高

6 男子 ５０００ｍ 130 379 冨松 大地(3) ﾄﾐﾏﾂ ﾀﾞｲﾁ 男子 鹿児島工高

6 男子 ５０００ｍ 130 378 中島 琢登(3) ﾅｶｼﾏ ﾀｸﾄ 男子 鹿児島工高

6 男子 ５０００ｍ 130 382 中原 胡太郎(3) ﾅｶﾊﾗ ｺﾀﾛｳ 男子 鹿児島工高

6 男子 ５０００ｍ 130 385 西久保 雄志郎(3) ﾆｼｸﾎﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 男子 鹿児島工高

6 男子 ５０００ｍ 130 389 村吉 孝海(3) ﾑﾗﾖｼ ﾀｶｳﾐ 男子 鹿児島工高

6 男子 ５０００ｍ 130 391 山下 尚生(3) ﾔﾏｼﾀ ﾅｵｷ 男子 鹿児島工高

6 男子 ５０００ｍ 130 388 山田 裕大(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島工高

6 男子 ５０００ｍ 130 386 久徳 斗真(2) ｷｭｳﾄｸ ﾄｳﾏ 男子 鹿児島工高

6 男子 ５０００ｍ 130 392 下池 将多郎(1) ｼﾓｲｹ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 鹿児島工高

6 男子 ５０００ｍ 130 394 中島 優空(1) ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島工高

6 男子 ５０００ｍ 130 393 森 颯斗(1) ﾓﾘ ﾊﾔﾄ 男子 鹿児島工高

6 男子 ５０００ｍ 130 37 芝上 丞乃助(3) ｼﾊﾞｳｴ ｼﾞｮｳﾉｽｹ 男子 鹿児島高

6 男子 ５０００ｍ 130 40 宮園 天惠(3) ﾐﾔｿﾞﾉ ﾃﾝｹｲ 男子 鹿児島高

6 男子 ５０００ｍ 130 41 吉留 楽(3) ﾖｼﾄﾞﾒ ｶﾞｸ 男子 鹿児島高

6 男子 ５０００ｍ 130 42 池下 立樹(2) ｲｹｼﾀ ﾘｷ 男子 鹿児島高

6 男子 ５０００ｍ 130 48 尾辻 雄大(2) ｵﾂｼﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島高

6 男子 ５０００ｍ 130 52 西迫 和希(2) ﾆｼｻﾞｺ ｶｽﾞｷ 男子 鹿児島高

6 男子 ５０００ｍ 130 53 早稲田 蓮(2) ﾜｾﾀﾞ ﾚﾝ 男子 鹿児島高

6 男子 ５０００ｍ 130 57 神領 渉(1) ｼﾝﾘｮｳ ﾜﾀﾙ 男子 鹿児島高

6 男子 ５０００ｍ 130 556 西村 郁哉(3) ﾆｼﾑﾗ ﾌﾐﾔ 男子 鹿児島高専

6 男子 ５０００ｍ 130 152 安藤 風羽(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾌｳ 男子 鹿児島実高

6 男子 ５０００ｍ 130 153 岡野 凌成(3) ｵｶﾉ ﾘｮｳｾｲ 男子 鹿児島実高

6 男子 ５０００ｍ 130 151 毛下 大暉(3) ｹｵﾛｼ ﾀﾞｲｷ 男子 鹿児島実高

6 男子 ５０００ｍ 130 159 砂川 大河(3) ｽﾅｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 男子 鹿児島実高

6 男子 ５０００ｍ 130 148 徳丸 寛太(3) ﾄｸﾏﾙ ｶﾝﾀ 男子 鹿児島実高

6 男子 ５０００ｍ 130 157 菱沼 大晟(3) ﾋｼﾇﾏ ﾀｲｾｲ 男子 鹿児島実高

6 男子 ５０００ｍ 130 149 堀口 陽太(3) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 男子 鹿児島実高

6 男子 ５０００ｍ 130 150 松山 晃琉(3) ﾏﾂﾔﾏ ﾋｶﾙ 男子 鹿児島実高

6 男子 ５０００ｍ 130 155 平八重 充希(2) ﾋﾗﾔｴ ﾐﾂｷ 男子 鹿児島実高

6 男子 ５０００ｍ 130 160 牛島 涼(2) ｳｼｼﾞﾏ ﾘｮｳ 男子 鹿児島実高

6 男子 ５０００ｍ 130 156 坂元 大悟(2) ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 鹿児島実高

6 男子 ５０００ｍ 130 444 日髙 陸人(3) ﾋﾀﾞｶ ﾘｸﾄ 男子 鹿児島商高

6 男子 ５０００ｍ 130 434 森元 鑑(3) ﾓﾘﾓﾄ ｱｷﾗ 男子 鹿児島商高

6 男子 ５０００ｍ 130 438 尾ノ上 一(2) ｵﾉｳｴ ﾊｼﾞﾒ 男子 鹿児島商高

6 男子 ５０００ｍ 130 436 栗野 将(2) ｸﾘﾉ ﾏｻﾙ 男子 鹿児島商高



6 男子 ５０００ｍ 130 396 田中 佑弥(3) ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 男子 鹿児島城西高

6 男子 ５０００ｍ 130 401 前島 孝平(3) ﾏｴｼﾏ ｺｳﾍｲ 男子 鹿児島城西高

6 男子 ５０００ｍ 130 395 大六野 光槻(3) ﾀﾞｲﾛｸﾉ ｺｳｷ 男子 鹿児島城西高

6 男子 ５０００ｍ 130 403 知念 凌汰(2) ﾁﾈﾝ ﾘｮｳﾀ 男子 鹿児島城西高

6 男子 ５０００ｍ 130 399 野村 昭夢(3) ﾉﾑﾗ ｱｷﾑ 男子 鹿児島城西高

6 男子 ５０００ｍ 130 402 須山 向陽(2) ｽﾔﾏ ﾋﾅﾀ 男子 鹿児島城西高

6 男子 ５０００ｍ 130 397 松木 聖直(3) ﾏﾂｷ ﾏｻﾅｵ 男子 鹿児島城西高

6 男子 ５０００ｍ 130 413 賀来 葵伊(3) ｶﾗｲ ｱｵｲ 男子 鹿児島城西高

6 男子 ５０００ｍ 130 411 中田 紫音(3) ﾅｶﾀﾞ ｼｵﾝ 男子 鹿児島城西高

6 男子 ５０００ｍ 130 405 吉元 清悟(3) ﾖｼﾓﾄ ｾｲｺﾞ 男子 鹿児島城西高

6 男子 ５０００ｍ 130 414 冨 健心(2) ﾄﾐ ｹﾝｼﾝ 男子 鹿児島城西高

6 男子 ５０００ｍ 130 415 三角 洸太(2) ﾐｽﾐ ｺｳﾀ 男子 鹿児島城西高

6 男子 ５０００ｍ 130 651 山下 琳汰郎(2) ﾔﾏｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 鹿児島第一高

6 男子 ５０００ｍ 130 428 大園 倫太郎(3) ｵｵｿﾞﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 鹿児島中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 422 松﨑 太郎(2) ﾏﾂｻﾞｷ ﾀﾛｳ 男子 鹿児島中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 714 濱村 洋斗(1) ﾊﾏﾑﾗ ﾋﾛﾄ 男子 鹿児島中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 326 太田 遥斗(2) ｵｵﾀ ﾊﾙﾄ 男子 鹿児島南高

6 男子 ５０００ｍ 130 306 嶽 隆大(2) ﾀｹ ﾘｭｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島南高

6 男子 ５０００ｍ 130 315 清藤 悠里(1) ｷﾖﾌｼﾞ ﾕｳﾘ 男子 鹿児島南高

6 男子 ５０００ｍ 130 710 四元 涼也(1) ﾖﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 男子 鹿児島南高

6 男子 ５０００ｍ 130 94 住吉 風遊馬(3) ｽﾐﾖｼ ﾌｳﾏ 男子 種子島中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 514 小川 耀平(3) ｵｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 男子 出水中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 531 松本 陸生(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸｵ 男子 出水中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 527 山床 憲翔(3) ﾔﾏﾄｺ ｹﾝﾄ 男子 出水中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 519 石岡 大侑(2) ｲｼｵｶ ﾋﾛﾕｷ 男子 出水中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 539 石丸 惇那(2) ｲｼﾏﾙ ｼﾞｭﾝﾅ 男子 出水中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 520 新 結人(2) ｼﾝ ﾕｲﾄ 男子 出水中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 517 西 椋平(2) ﾆｼ ﾘｮｳﾍｲ 男子 出水中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 538 濵島 将治(2) ﾊﾏｼﾏ ﾏｻﾊﾙ 男子 出水中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 541 東 叶夢(2) ﾋｶﾞｼ ｶﾅﾑ 男子 出水中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 518 出水 愛翔(2) ｲｽﾞﾐ ﾏﾅﾄ 男子 出水中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 521 北岡 瑞貴(2) ｷﾀｵｶ ﾐｽﾞｷ 男子 出水中央高

6 男子 ５０００ｍ 130 602 内村 寿希(3) ｳﾁﾑﾗ ﾄｼｷ 男子 樟南高

6 男子 ５０００ｍ 130 601 末満 仁之助(3) ｽｴﾐﾂ ｼﾞﾝﾉｽｹ 男子 樟南高

6 男子 ５０００ｍ 130 604 宮原 大輝(3) ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛｷ 男子 樟南高

6 男子 ５０００ｍ 130 605 三坂 佳賞(2) ﾐｻｶ ﾖｼﾀｶ 男子 樟南高

6 男子 ５０００ｍ 130 607 倉村 空(2) ｸﾗﾑﾗ ｿﾗ 男子 樟南高

6 男子 ５０００ｍ 130 606 中村 凌也(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾔ 男子 樟南高

6 男子 ５０００ｍ 130 613 横村 大全(2) ﾖｺﾑﾗ ﾀﾞｲｻﾞﾝ 男子 樟南高

6 男子 ５０００ｍ 130 75 谷元 奏太(2) ﾀﾆﾓﾄ ｶﾅﾀ 男子 川内高

6 男子 ５０００ｍ 130 91 窪薗 太玖斗(2) ｸﾎﾞｿﾞﾉ ﾀｸﾄ 男子 川内高

6 男子 ５０００ｍ 130 92 吉川 泰弘(2) ﾖｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 男子 川内高

6 男子 ５０００ｍ 130 678 有川 翔基(1) ｱﾘｶﾜ ｼｮｳｷ 男子 川内高

6 男子 ５０００ｍ 130 464 脇 咲磨(3) ﾜｷ ｼｮｳﾏ 男子 川内商工高

6 男子 ５０００ｍ 130 463 下満 珠莉(3) ｼﾓﾐﾂ ｼｭﾘ 男子 川内商工高

6 男子 ５０００ｍ 130 462 宮後 颯太(3) ﾐﾔｳｼﾛ ｿｳﾀ 男子 川内商工高



6 男子 ５０００ｍ 130 473 水澤 卓磨(3) ﾐｽﾞｻﾜ ﾀｸﾏ 男子 川内商工高

6 男子 ５０００ｍ 130 474 中山 幸也(2) ﾅｶﾔﾏ ﾕｷﾔ 男子 川内商工高

6 男子 ５０００ｍ 130 475 橋元 秀青(2) ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳｾｲ 男子 川内商工高

6 男子 ５０００ｍ 130 481 渕上 裕太(3) ﾌﾁｶﾞﾐ ﾕｳﾀ 男子 曽於高

6 男子 ５０００ｍ 130 125 牛ノ濱 翔汰(3) ｳｼﾉﾊﾏ ｼｮｳﾀ 男子 鶴翔高

6 男子 ５０００ｍ 130 119 嵜川 竜鳳(3) ｻｷｶﾜ ﾘｭｳﾎｳ 男子 鶴翔高

6 男子 ５０００ｍ 130 127 中野 貴誉(3) ﾅｶﾉ ﾀｶﾖｼ 男子 鶴翔高

6 男子 ５０００ｍ 130 120 春山 隆慎(3) ﾊﾙﾔﾏ ﾘｭｳｼﾝ 男子 鶴翔高

6 男子 ５０００ｍ 130 124 福元 蓮(3) ﾌｸﾓﾄ ﾚﾝ 男子 鶴翔高

6 男子 ５０００ｍ 130 118 馬立 廉冬(3) ﾏﾀﾃ ﾚﾝﾄ 男子 鶴翔高

6 男子 ５０００ｍ 130 122 神之田 大翼(2) ｶﾐﾉﾀ ﾂﾊﾞｻ 男子 鶴翔高

6 男子 ５０００ｍ 130 266 木下 兼清(3) ｷｼﾀ ｹﾝｼﾝ 男子 武岡台高

6 男子 ５０００ｍ 130 135 倉野 友樹(3) ｸﾗﾉ ﾕｳｷ 男子 鳳凰高

6 男子 ５０００ｍ 130 142 梅橋 拓也(2) ｳﾒﾊｼ ﾀｸﾔ 男子 鳳凰高

6 男子 ５０００ｍ 130 140 亀之園 京士郎(2) ｶﾒﾉｿﾉ ｷｮｳｼﾛｳ 男子 鳳凰高

6 男子 ５０００ｍ 130 143 久保田 真心(2) ｸﾎﾞﾀ ｼﾝ 男子 鳳凰高

6 男子 ５０００ｍ 130 134 松元 賢蔵(2) ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｿﾞｳ 男子 鳳凰高

6 男子 ５０００ｍ 130 137 今奈良 佳太(1) ｲﾏﾅﾗ ｹｲﾀ 男子 鳳凰高

6 男子 ５０００ｍ 130 138 千知岩 響希(1) ﾁﾁﾞｲﾜ ﾋﾋﾞｷ 男子 鳳凰高

6 男子 ５０００ｍ 130 141 森 啓志朗(1) ﾓﾘ ｹｲｼﾛｳ 男子 鳳凰高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

7 男子 １１０ｍＨ(1.067m) 16 331 内村 慎(3) ｳﾁﾑﾗ ｼﾝ 男子 加治木工高

7 男子 １１０ｍＨ(1.067m) 16 705 末吉 倫大(1) ｽｴﾖｼ ﾄﾓﾋﾛ 男子 甲南高

7 男子 １１０ｍＨ(1.067m) 16 666 下仮屋 蒼真(1) ｼﾓｶﾘﾔ ｿｳﾏ 男子 鹿屋工高

7 男子 １１０ｍＨ(1.067m) 16 668 立神 健史郎(1) ﾀﾃｶﾞﾐ ｹﾝｼﾛｳ 男子 鹿屋工高

7 男子 １１０ｍＨ(1.067m) 16 5 井田 照瑛(3) ｲﾀﾞ ｼｮｳｴｲ 男子 鹿児島高

7 男子 １１０ｍＨ(1.067m) 16 11 中間 響(3) ﾅｶﾏ ﾋﾋﾞｷ 男子 鹿児島高

7 男子 １１０ｍＨ(1.067m) 16 24 萩﨑 翔月(2) ﾊｷﾞｻｷ ｶﾂﾞｷ 男子 鹿児島高

7 男子 １１０ｍＨ(1.067m) 16 26 三島 魁斗(2) ﾐｼﾏ ｶｲﾄ 男子 鹿児島高

7 男子 １１０ｍＨ(1.067m) 16 34 藤下 海里(1) ﾌｼﾞｼﾀ ｶｲﾘ 男子 鹿児島高

7 男子 １１０ｍＨ(1.067m) 16 446 安藤 澪士(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾚｲｼﾞ 男子 鹿児島商高

7 男子 １１０ｍＨ(1.067m) 16 441 内野 凜生(2) ｳﾁﾉ ﾘｵ 男子 鹿児島商高

7 男子 １１０ｍＨ(1.067m) 16 492 福元 敦士(1) ﾌｸﾓﾄ ｱﾂｼ 男子 鹿児島商高

7 男子 １１０ｍＨ(1.067m) 16 368 野角 龍迅(3) ﾉｽﾞﾐ ﾘｭｳｼﾞﾝ 男子 出水商高

7 男子 １１０ｍＨ(1.067m) 16 256 平田 和(1) ﾋﾗﾀ ｱｲ 男子 松陽高

7 男子 １１０ｍＨ(1.067m) 16 455 植屋 幸志郎(2) ｳｴﾔ ｺｳｼﾛｳ 男子 神村学園高

7 男子 １１０ｍＨ(1.067m) 16 274 宮地 吾宗(3) ﾐﾔﾁ ｱｿｳ 男子 鳳凰高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

8 男子 ４００ｍＨ(0.914m) 12 666 下仮屋 蒼真(1) ｼﾓｶﾘﾔ ｿｳﾏ 男子 鹿屋工高

8 男子 ４００ｍＨ(0.914m) 12 24 萩﨑 翔月(2) ﾊｷﾞｻｷ ｶﾂﾞｷ 男子 鹿児島高

8 男子 ４００ｍＨ(0.914m) 12 26 三島 魁斗(2) ﾐｼﾏ ｶｲﾄ 男子 鹿児島高

8 男子 ４００ｍＨ(0.914m) 12 441 内野 凜生(2) ｳﾁﾉ ﾘｵ 男子 鹿児島商高

8 男子 ４００ｍＨ(0.914m) 12 492 福元 敦士(1) ﾌｸﾓﾄ ｱﾂｼ 男子 鹿児島商高

8 男子 ４００ｍＨ(0.914m) 12 421 宏洲 真心(2) ﾋﾛｼﾏ ﾏｺﾄ 男子 鹿児島中央高

8 男子 ４００ｍＨ(0.914m) 12 293 中川 敢晴(3) ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾝｾｲ 男子 鹿児島南高

8 男子 ４００ｍＨ(0.914m) 12 371 町田 敬斗(3) ﾏﾁﾀﾞ ｹｲﾄ 男子 出水商高



8 男子 ４００ｍＨ(0.914m) 12 77 田代 倫太郎(2) ﾀｼﾛ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 川内高

8 男子 ４００ｍＨ(0.914m) 12 130 藤田 貴登(2) ﾌｼﾞﾀ ﾀｲﾄ 男子 鶴翔高

8 男子 ４００ｍＨ(0.914m) 12 260 大橋 廉(3) ｵｵﾊｼ ﾚﾝ 男子 武岡台高

8 男子 ４００ｍＨ(0.914m) 12 274 宮地 吾宗(3) ﾐﾔﾁ ｱｿｳ 男子 鳳凰高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

9 男子 ３０００ｍＳＣ 13 37 芝上 丞乃助(3) ｼﾊﾞｳｴ ｼﾞｮｳﾉｽｹ 男子 鹿児島高

9 男子 ３０００ｍＳＣ 13 43 石田 力也(2) ｲｼﾀﾞ ﾘｷﾔ 男子 鹿児島高

9 男子 ３０００ｍＳＣ 13 49 黒木 大凱(2) ｸﾛｷ ﾀｲｶﾞ 男子 鹿児島高

9 男子 ３０００ｍＳＣ 13 54 神守 正義(1) ｶﾐﾓﾘ ﾏｻﾖｼ 男子 鹿児島高

9 男子 ３０００ｍＳＣ 13 55 家弓 龍馬(1) ｶﾕﾐ ﾘｮｳﾏ 男子 鹿児島高

9 男子 ３０００ｍＳＣ 13 440 野﨑 聖也(2) ﾉｻﾞｷ ｾｲﾔ 男子 鹿児島商高

9 男子 ３０００ｍＳＣ 13 411 中田 紫音(3) ﾅｶﾀﾞ ｼｵﾝ 男子 鹿児島城西高

9 男子 ３０００ｍＳＣ 13 428 大園 倫太郎(3) ｵｵｿﾞﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 鹿児島中央高

9 男子 ３０００ｍＳＣ 13 604 宮原 大輝(3) ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛｷ 男子 樟南高

9 男子 ３０００ｍＳＣ 13 463 下満 珠莉(3) ｼﾓﾐﾂ ｼｭﾘ 男子 川内商工高

9 男子 ３０００ｍＳＣ 13 140 亀之園 京士郎(2) ｶﾒﾉｿﾉ ｷｮｳｼﾛｳ 男子 鳳凰高

9 男子 ３０００ｍＳＣ 13 134 松元 賢蔵(2) ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｿﾞｳ 男子 鳳凰高

9 男子 ３０００ｍＳＣ 13 137 今奈良 佳太(1) ｲﾏﾅﾗ ｹｲﾀ 男子 鳳凰高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

10 男子 ５０００ｍＷ 6 354 藤野 聖翔(2) ﾌｼﾞﾉ ｾｲｼｮｳ 男子 加治木工高

10 男子 ５０００ｍＷ 6 380 折小野 怜旺(3) ｵﾘｺﾉ ﾚｵ 男子 鹿児島工高

10 男子 ５０００ｍＷ 6 39 坂口 虎太郎(3) ｻｶｸﾞﾁ ｺﾀﾛｳ 男子 鹿児島高

10 男子 ５０００ｍＷ 6 447 山下 勇陽(2) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾋ 男子 鹿児島商高

10 男子 ５０００ｍＷ 6 404 亘 遼馬(3) ﾜﾀﾘ ﾘｮｳﾏ 男子 鹿児島城西高

10 男子 ５０００ｍＷ 6 301 佐田 俊太朗(2) ｻﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男子 鹿児島南高

No 競技名 人数 No チーム名１ チーム名２ 性別 ﾁｰﾑ属性↑

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 鶴丸高 ﾂﾙﾏﾙ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 甲南高 ｺｳﾅﾝ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 鹿児島中央高 ｶｺﾞｼﾏﾁｭｳｵｳ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 鹿児島南高A ｶｺﾞｼﾏﾐﾅﾐ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 鹿児島南高B ｶｺﾞｼﾏﾐﾅﾐ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 伊集院高 ｲｼﾞｭｳｲﾝ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 川内商工高 ｾﾝﾀﾞｲｼｮｳｺｳ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 出水高 ｲｽﾞﾐ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 加治木高 ｶｼﾞｷ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 加治木工高 ｶｼﾞｷｺｳｷﾞｮｳ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 国分高 ｺｸﾌﾞ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 鹿屋工高A ｶﾉﾔｺｳｷﾞｮｳ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 鹿屋工高B ｶﾉﾔｺｳｷﾞｮｳ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 鹿児島玉龍高 ｶｺﾞｼﾏｷﾞｮｸﾘｭｳ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 鹿児島商高 ｶｺﾞｼﾏｼｮｳｷﾞｮｳ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 出水商高 ｲｽﾞﾐｼｮｳｷﾞｮｳ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 国分中央高 ｺｸﾌﾞﾁｭｳｵｳ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 松陽高A ｼｮｳﾖｳ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 松陽高B ｼｮｳﾖｳ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 武岡台高A ﾀｹｵｶﾀﾞｲ ｺｳ



11 男子 ４×１００ｍ 28 0 武岡台高B ﾀｹｵｶﾀﾞｲ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 川薩清修館高A ｾﾝｻﾂｾｲｼｭｳｶﾝ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 川薩清修館高B ｾﾝｻﾂｾｲｼｭｳｶﾝ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 鹿児島高A ｶｺﾞｼﾏ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 鹿児島高B ｶｺﾞｼﾏ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 鹿児島情報高 ｶｺﾞｼﾏｼﾞｮｳﾎｳ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 鶴翔高 ｶｸｼｮｳ ｺｳ

11 男子 ４×１００ｍ 28 0 明桜館高 ﾒｲｵｳｶﾝ ｺｳ

No 競技名 人数 No チーム名１ チーム名２ 性別 ﾁｰﾑ属性↑

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 鶴丸高 ﾂﾙﾏﾙ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 鹿児島中央高A ｶｺﾞｼﾏﾁｭｳｵｳ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 鹿児島中央高B ｶｺﾞｼﾏﾁｭｳｵｳ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 鹿児島南高A ｶｺﾞｼﾏﾐﾅﾐ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 鹿児島南高B ｶｺﾞｼﾏﾐﾅﾐ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 伊集院高 ｲｼﾞｭｳｲﾝ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 川内商工高 ｾﾝﾀﾞｲｼｮｳｺｳ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 出水高 ｲｽﾞﾐ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 加治木工高 ｶｼﾞｷｺｳｷﾞｮｳ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 串良商高 ｸｼﾗｼｮｳｷﾞｮｳ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 鹿屋工高A ｶﾉﾔｺｳｷﾞｮｳ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 鹿屋工高B ｶﾉﾔｺｳｷﾞｮｳ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 鹿児島商高 ｶｺﾞｼﾏｼｮｳｷﾞｮｳ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 国分中央高 ｺｸﾌﾞﾁｭｳｵｳ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 松陽高A ｼｮｳﾖｳ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 松陽高B ｼｮｳﾖｳ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 武岡台高A ﾀｹｵｶﾀﾞｲ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 武岡台高B ﾀｹｵｶﾀﾞｲ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 川薩清修館高A ｾﾝｻﾂｾｲｼｭｳｶﾝ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 川薩清修館高B ｾﾝｻﾂｾｲｼｭｳｶﾝ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 鹿児島高A ｶｺﾞｼﾏ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 鹿児島高B ｶｺﾞｼﾏ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 鳳凰高 ﾎｳｵｳ ｺｳ

12 男子 ４×４００ｍ 24 0 鶴翔高 ｶｸｼｮｳ ｺｳ

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

13 男子 走高跳 7 337 上野 星葉(2) ｳｴﾉ ｾｲﾖｳ 男子 加治木工高

13 男子 走高跳 7 584 下口 陽雄(2) ｼﾓｸﾞﾁ ﾋﾕｳ 男子 国分中央高

13 男子 走高跳 7 3 横山 遥仁(3) ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾋﾄ 男子 鹿児島高

13 男子 走高跳 7 11 中間 響(3) ﾅｶﾏ ﾋﾋﾞｷ 男子 鹿児島高

13 男子 走高跳 7 292 町田 裕輝(3) ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 鹿児島南高

13 男子 走高跳 7 66 川畑 柊人(2) ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｭｳﾄ 男子 種子島高

13 男子 走高跳 7 114 濵島 夏彦(2) ﾊﾏｼﾏ ﾅﾂﾋｺ 男子 鶴丸高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

14 男子 棒高跳 7 27 山神 健星(2) ﾔﾏｶﾞﾐ ｹﾝｾｲ 男子 鹿児島高

14 男子 棒高跳 7 33 須田 悠斗(1) ｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 鹿児島高

14 男子 棒高跳 7 293 中川 敢晴(3) ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾝｾｲ 男子 鹿児島南高

14 男子 棒高跳 7 299 本山 真之介(3) ﾓﾄﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ 男子 鹿児島南高



14 男子 棒高跳 7 307 吉内 渉(2) ﾖｼｳﾁ ﾜﾀﾙ 男子 鹿児島南高

14 男子 棒高跳 7 316 中村 将仁(1) ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾄ 男子 鹿児島南高

14 男子 棒高跳 7 260 大橋 廉(3) ｵｵﾊｼ ﾚﾝ 男子 武岡台高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

15 男子 走幅跳 43 635 都築 泰志(1) ﾂﾂﾞｷ ﾀｲｼ 男子 屋久島高

15 男子 走幅跳 43 340 桐木平 耕士(2) ｷﾘｷﾋﾗ ｺｳｼ 男子 加治木工高

15 男子 走幅跳 43 336 池田 諒(2) ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 男子 加治木工高

15 男子 走幅跳 43 342 伊地知 聖大(1) ｲﾁﾞﾁ ｼｮｳﾀ 男子 加治木工高

15 男子 走幅跳 43 208 前畑 蒼悟(2) ﾏｴﾊﾀ ｿｳｺﾞ 男子 加治木高

15 男子 走幅跳 43 663 川原 慶也(1) ｶﾜﾊﾗ ｹｲﾔ 男子 加治木高

15 男子 走幅跳 43 700 重留 風斗(1) ｼｹﾞﾄﾒ ﾌｳﾄ 男子 加治木高

15 男子 走幅跳 43 449 有馬 彰秀(3) ｱﾘﾏ ｱｷﾋﾃﾞ 男子 串良商高

15 男子 走幅跳 43 103 有村 光生(2) ｱﾘﾑﾗ ｺｳｾｲ 男子 甲南高

15 男子 走幅跳 43 706 福重 雄大(1) ﾌｸｼｹﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 甲南高

15 男子 走幅跳 43 565 ⾧迫 大夏(2) ﾅｶﾞｻｺ ﾀｲｶ 男子 国分高

15 男子 走幅跳 43 564 岡村 大智(2) ｵｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 国分高

15 男子 走幅跳 43 559 新留 陸(3) ｼﾝﾄﾞﾒ ﾘｸ 男子 国分高

15 男子 走幅跳 43 578 岩﨑 大河(3) ｲﾜｻｷ ﾀｲｶﾞ 男子 国分中央高

15 男子 走幅跳 43 582 中野 蒔士(2) ﾅｶﾉ ﾏｷｼ 男子 国分中央高

15 男子 走幅跳 43 230 田畑 翔平(2) ﾀﾊﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ 男子 鹿屋工高

15 男子 走幅跳 43 182 福田 卓志(2) ﾌｸﾀﾞ ﾀｸｼ 男子 鹿児島玉龍高

15 男子 走幅跳 43 2 瀬﨑 勝太(3) ｾｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 男子 鹿児島高

15 男子 走幅跳 43 12 中村 勇斗(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 男子 鹿児島高

15 男子 走幅跳 43 15 山下 凌司(3) ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｼﾞ 男子 鹿児島高

15 男子 走幅跳 43 22 田中 寿琉(2) ﾀﾅｶ ｼﾘｭｳ 男子 鹿児島高

15 男子 走幅跳 43 27 山神 健星(2) ﾔﾏｶﾞﾐ ｹﾝｾｲ 男子 鹿児島高

15 男子 走幅跳 43 29 上井 翼(1) ｳﾜｲ ﾂﾊﾞｻ 男子 鹿児島高

15 男子 走幅跳 43 35 松下 大夢(1) ﾏﾂｼﾀ ﾀﾞｲﾑ 男子 鹿児島高

15 男子 走幅跳 43 446 安藤 澪士(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾚｲｼﾞ 男子 鹿児島商高

15 男子 走幅跳 43 713 切手 浩介(1) ｷｯﾃ ｺｳｽｹ 男子 鹿児島中央高

15 男子 走幅跳 43 305 德永 開成(2) ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲｾｲ 男子 鹿児島南高

15 男子 走幅跳 43 317 太田 芳栄(1) ｵｵﾀ ﾖｼｴｲ 男子 鹿児島南高

15 男子 走幅跳 43 314 川上 亮磨(1) ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾏ 男子 鹿児島南高

15 男子 走幅跳 43 62 柳 俊輔(3) ﾔﾅｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 男子 種子島高

15 男子 走幅跳 43 367 時任 琉(3) ﾄｷﾄｳ ﾘｭｳ 男子 出水商高

15 男子 走幅跳 43 247 曽木 大志(3) ｿｷ ﾀｲｼ 男子 松陽高

15 男子 走幅跳 43 251 美坂 春樹(2) ﾐｻｶ ﾊﾙｷ 男子 松陽高

15 男子 走幅跳 43 673 田添 太一朗(1) ﾀｿﾞｴ ﾀｲﾁﾛｳ 男子 松陽高

15 男子 走幅跳 43 459 五反田 博翔(2) ｺﾞﾀﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ 男子 吹上高

15 男子 走幅跳 43 467 小川 翔太(2) ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 男子 川内商工高

15 男子 走幅跳 43 688 濱田 新之介(1) ﾊﾏﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 男子 鶴丸高

15 男子 走幅跳 43 261 古市 大翔(3) ﾌﾙｲﾁ ﾀﾞｲﾄ 男子 武岡台高

15 男子 走幅跳 43 265 吉田 光希(3) ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｷ 男子 武岡台高

15 男子 走幅跳 43 270 佐藤 大雅(2) ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ 男子 武岡台高

15 男子 走幅跳 43 272 中脇 周大(2) ﾅｶﾜｷ ｼｭｳﾀ 男子 武岡台高

15 男子 走幅跳 43 777 永田 俊太(1) ﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝﾀ 男子 明桜館高



15 男子 走幅跳 43 774 松下 快斗(1) ﾏﾂｼﾀ ｶｲﾄ 男子 明桜館高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

16 男子 三段跳 11 337 上野 星葉(2) ｳｴﾉ ｾｲﾖｳ 男子 加治木工高

16 男子 三段跳 11 340 桐木平 耕士(2) ｷﾘｷﾋﾗ ｺｳｼ 男子 加治木工高

16 男子 三段跳 11 336 池田 諒(2) ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 男子 加治木工高

16 男子 三段跳 11 342 伊地知 聖大(1) ｲﾁﾞﾁ ｼｮｳﾀ 男子 加治木工高

16 男子 三段跳 11 700 重留 風斗(1) ｼｹﾞﾄﾒ ﾌｳﾄ 男子 加治木高

16 男子 三段跳 11 449 有馬 彰秀(3) ｱﾘﾏ ｱｷﾋﾃﾞ 男子 串良商高

16 男子 三段跳 11 2 瀬﨑 勝太(3) ｾｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 男子 鹿児島高

16 男子 三段跳 11 12 中村 勇斗(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 男子 鹿児島高

16 男子 三段跳 11 292 町田 裕輝(3) ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 鹿児島南高

16 男子 三段跳 11 114 濵島 夏彦(2) ﾊﾏｼﾏ ﾅﾂﾋｺ 男子 鶴丸高

16 男子 三段跳 11 265 吉田 光希(3) ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｷ 男子 武岡台高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

17 男子 砲丸投(6.000kg) 14 358 榎田 英二(3) ｴﾉｷﾀﾞ ｴｲｼﾞ 男子 伊集院高

17 男子 砲丸投(6.000kg) 14 332 有村 慎太郎(3) ｱﾘﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 加治木工高

17 男子 砲丸投(6.000kg) 14 338 舟ノ川 斗真(2) ﾌﾈﾉｶﾜ ﾄｳﾏ 男子 加治木工高

17 男子 砲丸投(6.000kg) 14 595 吉利 優希(2) ﾖｼﾄｼ ﾏｻｷ 男子 国分中央高

17 男子 砲丸投(6.000kg) 14 13 満永 脩斗(3) ﾐﾂﾅｶﾞ ｼｭｳﾄ 男子 鹿児島高

17 男子 砲丸投(6.000kg) 14 25 福吉 晃希(2) ﾌｸﾖｼ ｺｳｷ 男子 鹿児島高

17 男子 砲丸投(6.000kg) 14 36 松永 健希(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｹｷ 男子 鹿児島高

17 男子 砲丸投(6.000kg) 14 570 今別府 優樹(1) ｲﾏﾍﾞｯﾌﾟ ﾕｳｷ 男子 鹿児島高専

17 男子 砲丸投(6.000kg) 14 398 船附 巧(3) ﾌﾅﾂｷ ﾀｸﾐ 男子 鹿児島城西高

17 男子 砲丸投(6.000kg) 14 319 大原 颯太(1) ｵｵﾊﾗ ｿｳﾀ 男子 鹿児島南高

17 男子 砲丸投(6.000kg) 14 324 濵田 玲将(1) ﾊﾏﾀﾞ ﾚｵ 男子 鹿児島南高

17 男子 砲丸投(6.000kg) 14 327 上原 奏汰(1) ｳｴﾊﾗ ｶﾅﾀ 男子 鹿児島南高

17 男子 砲丸投(6.000kg) 14 61 戸川 大夢(3) ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾑ 男子 種子島高

17 男子 砲丸投(6.000kg) 14 278 上野 純也(3) ｳｴﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 鳳凰高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

18 男子 円盤投(1.750kg) 14 358 榎田 英二(3) ｴﾉｷﾀﾞ ｴｲｼﾞ 男子 伊集院高

18 男子 円盤投(1.750kg) 14 344 中筋 一耀(3) ﾅｶｽｼﾞ ｲｯｾｲ 男子 加治木工高

18 男子 円盤投(1.750kg) 14 339 荒木 翔瑛(2) ｱﾗｷ ｼｮｳｴｲ 男子 加治木工高

18 男子 円盤投(1.750kg) 14 595 吉利 優希(2) ﾖｼﾄｼ ﾏｻｷ 男子 国分中央高

18 男子 円盤投(1.750kg) 14 13 満永 脩斗(3) ﾐﾂﾅｶﾞ ｼｭｳﾄ 男子 鹿児島高

18 男子 円盤投(1.750kg) 14 7 小森 慎哉(3) ｺﾓﾘ ﾏｻﾔ 男子 鹿児島高

18 男子 円盤投(1.750kg) 14 18 喜島 健太(2) ｷｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 男子 鹿児島高

18 男子 円盤投(1.750kg) 14 25 福吉 晃希(2) ﾌｸﾖｼ ｺｳｷ 男子 鹿児島高

18 男子 円盤投(1.750kg) 14 319 大原 颯太(1) ｵｵﾊﾗ ｿｳﾀ 男子 鹿児島南高

18 男子 円盤投(1.750kg) 14 327 上原 奏汰(1) ｳｴﾊﾗ ｶﾅﾀ 男子 鹿児島南高

18 男子 円盤投(1.750kg) 14 61 戸川 大夢(3) ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾑ 男子 種子島高

18 男子 円盤投(1.750kg) 14 76 厚地 寛人(2) ｱﾂﾁ ﾋﾛﾋﾄ 男子 川内高

18 男子 円盤投(1.750kg) 14 93 有馬 敏暉(2) ｱﾘﾏ ﾄｼｷ 男子 川内高

18 男子 円盤投(1.750kg) 14 276 窪 大我(2) ｸﾎﾞ ﾀｲｶﾞ 男子 鳳凰高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

19 男子 ハンマー投(6.000kg) 8 332 有村 慎太郎(3) ｱﾘﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 加治木工高

19 男子 ハンマー投(6.000kg) 8 338 舟ノ川 斗真(2) ﾌﾈﾉｶﾜ ﾄｳﾏ 男子 加治木工高



19 男子 ハンマー投(6.000kg) 8 594 加世田 千拓(3) ｶｾﾀﾞ ﾁﾋﾛ 男子 国分中央高

19 男子 ハンマー投(6.000kg) 8 7 小森 慎哉(3) ｺﾓﾘ ﾏｻﾔ 男子 鹿児島高

19 男子 ハンマー投(6.000kg) 8 18 喜島 健太(2) ｷｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 男子 鹿児島高

19 男子 ハンマー投(6.000kg) 8 28 山本 凜(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝ 男子 鹿児島高

19 男子 ハンマー投(6.000kg) 8 296 能勢 未夏海(3) ﾉｾ ﾐﾅﾐ 男子 鹿児島南高

19 男子 ハンマー投(6.000kg) 8 324 濵田 玲将(1) ﾊﾏﾀﾞ ﾚｵ 男子 鹿児島南高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

20 男子 やり投(0.800kg) 15 146 渡邉 稜(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 男子 屋久島高

20 男子 やり投(0.800kg) 15 330 松下 仁夢(3) ﾏﾂｼﾀ ﾋﾄﾑ 男子 加治木工高

20 男子 やり投(0.800kg) 15 339 荒木 翔瑛(2) ｱﾗｷ ｼｮｳｴｲ 男子 加治木工高

20 男子 やり投(0.800kg) 15 592 小田 蒼真(3) ｵﾀﾞ ｿｳﾏ 男子 国分中央高

20 男子 やり投(0.800kg) 15 593 野元 蓮音(3) ﾉﾓﾄ ﾚｵﾝ 男子 国分中央高

20 男子 やり投(0.800kg) 15 28 山本 凜(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝ 男子 鹿児島高

20 男子 やり投(0.800kg) 15 36 松永 健希(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｹｷ 男子 鹿児島高

20 男子 やり投(0.800kg) 15 296 能勢 未夏海(3) ﾉｾ ﾐﾅﾐ 男子 鹿児島南高

20 男子 やり投(0.800kg) 15 325 竹村 蒼汰(2) ﾀｹﾑﾗ ｿｳﾀ 男子 鹿児島南高

20 男子 やり投(0.800kg) 15 239 堀口 翔輝(3) ﾎﾘｸﾞﾁ ｼｮｳｷ 男子 尚志館高

20 男子 やり投(0.800kg) 15 251 美坂 春樹(2) ﾐｻｶ ﾊﾙｷ 男子 松陽高

20 男子 やり投(0.800kg) 15 93 有馬 敏暉(2) ｱﾘﾏ ﾄｼｷ 男子 川内高

20 男子 やり投(0.800kg) 15 277 吉元 海晟(3) ﾖｼﾓﾄ ｶｲｾｲ 男子 鳳凰高

20 男子 やり投(0.800kg) 15 276 窪 大我(2) ｸﾎﾞ ﾀｲｶﾞ 男子 鳳凰高

20 男子 やり投(0.800kg) 15 773 川間 天都乃伸(1) ｶﾜﾏ ﾃﾂﾉｼﾝ 男子 鳳凰高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

22 女子 １００ｍ 110 2054 有留 里衣子(1) ｱﾘﾄﾞﾒ ﾘｴｺ 女子 SCC

22 女子 １００ｍ 110 265 満園 由華(3) ﾐﾂｿﾞﾉ ﾕｶ 女子 伊集院高

22 女子 １００ｍ 110 267 若松 佳歩(2) ﾜｶﾏﾂ ｶﾎ 女子 伊集院高

22 女子 １００ｍ 110 55 有吉 愛佳(2) ｱﾘﾖｼ ｱｲｶ 女子 奄美高

22 女子 １００ｍ 110 189 愛甲 遥菜(2) ｱｲｺｳ ﾊﾙﾅ 女子 加治木高

22 女子 １００ｍ 110 186 木村 望和(2) ｷﾑﾗ ﾉﾜ 女子 加治木高

22 女子 １００ｍ 110 187 久保 茉奈加(2) ｸﾎﾞ ﾏﾅｶ 女子 加治木高

22 女子 １００ｍ 110 401 嶋児 音羽(1) ｼﾏｺﾞ ｵﾄﾊ 女子 加治木高

22 女子 １００ｍ 110 402 山元 陽香(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 加治木高

22 女子 １００ｍ 110 290 瀬脇 映(1) ｾﾜｷ ｱｷ 女子 串良商高

22 女子 １００ｍ 110 77 大内山 朱莉(2) ｵｵｳﾁﾔﾏ ｱｶﾘ 女子 甲南高

22 女子 １００ｍ 110 81 坂口 桃緒子(2) ｻｶｸﾞﾁ ﾄｵｺ 女子 甲南高

22 女子 １００ｍ 110 76 松﨑 千夏(2) ﾏﾂｻｷ ﾁﾅﾂ 女子 甲南高

22 女子 １００ｍ 110 80 志築 憧子(2) ｼｽﾞｷ ﾄｳｺ 女子 甲南高

22 女子 １００ｍ 110 194 今村 律佳(1) ｲﾏﾑﾗ ﾘﾂｶ 女子 甲南高

22 女子 １００ｍ 110 421 河内 里穂(1) ｶﾜﾁ ﾘﾎ 女子 甲南高

22 女子 １００ｍ 110 422 新名主 葵子(1) ｼﾝﾐｮｳｽﾞ ｱｺ 女子 甲南高

22 女子 １００ｍ 110 195 広川 采矢子(1) ﾋﾛｶﾜ ｱﾔｺ 女子 甲南高

22 女子 １００ｍ 110 420 山上 遥(1) ﾔﾏｳｴ ﾊﾙ 女子 甲南高

22 女子 １００ｍ 110 419 山田 珠遥(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾊﾙ 女子 甲南高

22 女子 １００ｍ 110 437 岩下 涼奈(1) ｲﾜｼﾀ ｽｽﾞﾅ 女子 甲南高

22 女子 １００ｍ 110 438 堀切 泉咲(1) ﾎﾘｷﾘ ﾐｻｷ 女子 甲南高

22 女子 １００ｍ 110 348 征録 京香(2) ｾｲﾛｸ ｷｮｳｶ 女子 国分高



22 女子 １００ｍ 110 442 日原 梨華(1) ﾋﾊﾗ ﾘｶ 女子 国分高

22 女子 １００ｍ 110 370 堀 京花(2) ﾎﾘ ｷﾖｶ 女子 国分中央高

22 女子 １００ｍ 110 371 内田 夢月(2) ｳﾁﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 国分中央高

22 女子 １００ｍ 110 373 行舩 陽菜(2) ﾕｷﾌﾈ ﾋﾅ 女子 国分中央高

22 女子 １００ｍ 110 376 中村 望愛(1) ﾅｶﾑﾗ ﾉｱ 女子 国分中央高

22 女子 １００ｍ 110 377 首藤 心媛(1) ｼｭﾄｳ ｺｺﾛ 女子 国分中央高

22 女子 １００ｍ 110 378 竹牟禮 あかり(1) ﾀｹﾑﾚ ｱｶﾘ 女子 国分中央高

22 女子 １００ｍ 110 433 片岡 由依(2) ｶﾀｵｶ ﾕｲ 女子 鹿屋高

22 女子 １００ｍ 110 133 芳田 紗佳(2) ﾖｼﾀﾞ ｻﾔｶ 女子 鹿児島玉龍高

22 女子 １００ｍ 110 1 竹元 咲(3) ﾀｹﾓﾄ ｻｷ 女子 鹿児島高

22 女子 １００ｍ 110 2 上原 央詩(3) ｳｴﾊﾗ ﾕﾒ 女子 鹿児島高

22 女子 １００ｍ 110 6 紙屋 春花(3) ｶﾐﾔ ﾊﾙｶ 女子 鹿児島高

22 女子 １００ｍ 110 8 宮久保 楓(3) ﾐﾔｸﾎﾞ ﾌｳ 女子 鹿児島高

22 女子 １００ｍ 110 9 寺地 しい(2) ﾃﾗﾁ ｼｲ 女子 鹿児島高

22 女子 １００ｍ 110 10 永野 愛佳(2) ﾅｶﾞﾉ ｱｲｶ 女子 鹿児島高

22 女子 １００ｍ 110 17 栫 美咲(1) ｶｺｲ ﾐｻｷ 女子 鹿児島高

22 女子 １００ｍ 110 18 片野坂 瑞希(1) ｶﾀﾉｻｶ ﾐｽﾞｷ 女子 鹿児島高

22 女子 １００ｍ 110 20 川原 千佳(1) ｶﾜﾊﾗ ﾁｶ 女子 鹿児島高

22 女子 １００ｍ 110 21 芝元 陽茉璃(1) ｼﾊﾞﾓﾄ ﾋﾏﾘ 女子 鹿児島高

22 女子 １００ｍ 110 22 圖師 遥那(1) ｽﾞｼ ﾊﾙﾅ 女子 鹿児島高

22 女子 １００ｍ 110 24 田島 朱(1) ﾀｼﾞﾏ ｱﾔ 女子 鹿児島高

22 女子 １００ｍ 110 27 花田 真奈夏(1) ﾊﾅﾀﾞ ﾏﾅｶ 女子 鹿児島高

22 女子 １００ｍ 110 162 清水 優萌(2) ｷﾖﾐｽﾞ ﾕﾒ 女子 鹿児島女高

22 女子 １００ｍ 110 164 鮫島 未夢(2) ｻﾒｼﾏ ﾐﾕ 女子 鹿児島女高

22 女子 １００ｍ 110 154 谷口 茅乃(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾔﾉ 女子 鹿児島女高

22 女子 １００ｍ 110 168 井手下 栄梨(1) ｲﾃﾞｼﾀ ｴﾘ 女子 鹿児島女高

22 女子 １００ｍ 110 175 緒方 桜咲(1) ｵｶﾞﾀ ｻｸﾗ 女子 鹿児島女高

22 女子 １００ｍ 110 425 河本 綾乃(1) ｶﾜﾓﾄ ｱﾔﾉ 女子 鹿児島女高

22 女子 １００ｍ 110 174 福留 舞(1) ﾌｸﾄﾞﾒ ﾏｲ 女子 鹿児島女高

22 女子 １００ｍ 110 139 吉岡 愛生(3) ﾖｼｵｶ ﾒｲ 女子 鹿児島情報高

22 女子 １００ｍ 110 141 水之浦 早紀(3) ﾐｽﾞﾉｳﾗ ｻｷ 女子 鹿児島情報高

22 女子 １００ｍ 110 138 松尾 優花(3) ﾏﾂｵ ﾕｳｶ 女子 鹿児島情報高

22 女子 １００ｍ 110 140 高橋 あやの(3) ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾉ 女子 鹿児島情報高

22 女子 １００ｍ 110 142 福﨑 ゆず(2) ﾌｸｻﾞｷ ﾕｽﾞ 女子 鹿児島情報高

22 女子 １００ｍ 110 144 浜田 かのん(1) ﾊﾏﾀﾞ ｶﾉﾝ 女子 鹿児島情報高

22 女子 １００ｍ 110 147 佐藤 和紗(1) ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ 女子 鹿児島情報高

22 女子 １００ｍ 110 280 久津輪 真梨(2) ｸﾂﾜ ﾏﾘ 女子 鹿児島中央高

22 女子 １００ｍ 110 282 鹿倉 和香菜(2) ｶｸﾗ ﾜｶﾅ 女子 鹿児島中央高

22 女子 １００ｍ 110 281 中園 心晴(2) ﾅｶｿﾞﾉ ｺﾊﾙ 女子 鹿児島中央高

22 女子 １００ｍ 110 426 竹元 千咲(1) ﾀｹﾓﾄ ﾁｻｷ 女子 鹿児島中央高

22 女子 １００ｍ 110 427 山元 優佳(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ 女子 鹿児島中央高

22 女子 １００ｍ 110 245 金沢 杏音(3) ｶﾅｻﾞﾜ ﾓﾓﾈ 女子 鹿児島南高

22 女子 １００ｍ 110 247 満永 朱音(3) ﾐﾂﾅｶﾞ ｱｶﾈ 女子 鹿児島南高

22 女子 １００ｍ 110 251 住吉 紗羽(2) ｽﾐﾖｼ ｻﾜ 女子 鹿児島南高

22 女子 １００ｍ 110 255 神園 美咲(1) ｶﾐｿﾞﾉ ﾐｻｷ 女子 鹿児島南高

22 女子 １００ｍ 110 256 迫田 花凜(1) ｻｺﾀﾞ ｶﾘﾝ 女子 鹿児島南高



22 女子 １００ｍ 110 260 楢原 佳朋(1) ﾅﾗﾊﾗ ｶﾎ 女子 鹿児島南高

22 女子 １００ｍ 110 257 貴島 理子(1) ｷｼﾞﾏ ﾘｺ 女子 鹿児島南高

22 女子 １００ｍ 110 130 伊原 こころ(2) ｲﾊﾗ ｺｺﾛ 女子 出水高

22 女子 １００ｍ 110 399 尾上 礼夏(1) ｵﾉｳｴ ﾚｲｶ 女子 出水高

22 女子 １００ｍ 110 269 小牧 茉央(2) ｺﾏｷ ﾏﾋﾛ 女子 出水商高

22 女子 １００ｍ 110 270 井樋 愛彩香(2) ｲﾋﾞ ｱﾔｶ 女子 出水商高

22 女子 １００ｍ 110 364 宮田 莉寿(1) ﾐﾔﾀ ﾘｼﾞｭ 女子 出水商高

22 女子 １００ｍ 110 200 久徳 礼央(3) ｷｭｳﾄｸ ﾚｵ 女子 尚志館高

22 女子 １００ｍ 110 196 神田 友希(2) ｶﾝﾀﾞ ﾕｷ 女子 尚志館高

22 女子 １００ｍ 110 201 菅田 芽生(2) ｽｶﾞﾀ ﾒｲ 女子 尚志館高

22 女子 １００ｍ 110 447 小牧 萌依(1) ｺﾏｷ ﾒｲ 女子 尚志館高

22 女子 １００ｍ 110 203 川口 絵里子(3) ｶﾜｸﾞﾁ ｴﾘｺ 女子 松陽高

22 女子 １００ｍ 110 218 火野坂 ほのか(2) ﾋﾉｻｶ ﾎﾉｶ 女子 松陽高

22 女子 １００ｍ 110 213 羽祢田 真菜美(1) ﾊﾈﾀﾞ ﾏﾅﾐ 女子 松陽高

22 女子 １００ｍ 110 215 内山 怜愛(1) ｳﾁﾔﾏ ﾚﾅ 女子 松陽高

22 女子 １００ｍ 110 212 若松 知佳(1) ﾜｶﾏﾂ ﾁｶ 女子 松陽高

22 女子 １００ｍ 110 216 永田 桜弓(1) ﾅｶﾞﾀ ｻﾕﾐ 女子 松陽高

22 女子 １００ｍ 110 219 福田 妃那薫(1) ﾌｸﾀﾞ ﾋﾅﾀ 女子 松陽高

22 女子 １００ｍ 110 317 有元 こころ(2) ｱﾘﾓﾄ ｺｺﾛ 女子 川薩清修館高

22 女子 １００ｍ 110 316 田村 美織(2) ﾀﾑﾗ ﾐｵ 女子 川薩清修館高

22 女子 １００ｍ 110 315 中山 奈生(2) ﾅｶﾔﾏ ﾅｵ 女子 川薩清修館高

22 女子 １００ｍ 110 436 坂元 さくら(1) ｻｶﾓﾄ ｻｸﾗ 女子 川薩清修館高

22 女子 １００ｍ 110 405 小坂 陽向(1) ｺｻｶ ﾋﾅﾀ 女子 川内高

22 女子 １００ｍ 110 295 野下 美羽(2) ﾉｼﾀ ﾐｳ 女子 川内商工高

22 女子 １００ｍ 110 293 田畑 彩愛(2) ﾀﾊﾞﾀ ｱﾔﾉ 女子 川内商工高

22 女子 １００ｍ 110 301 河野 美月(1) ｺｳﾉ ﾐﾂﾞｷ 女子 曽於高

22 女子 １００ｍ 110 416 有川 和子(1) ｱﾘｶﾜ ﾜｺ 女子 大口明光学園高

22 女子 １００ｍ 110 90 川宿田 楓子(2) ｶﾜｼｭｸﾀﾞ ﾌｳｺ 女子 鶴丸高

22 女子 １００ｍ 110 418 武原 慧來(1) ﾀｹﾊﾗ ｱﾔﾅ 女子 鶴丸高

22 女子 １００ｍ 110 243 境田 真琴(1) ｻｶｲﾀﾞ ﾏｺﾄ 女子 鶴翔高

22 女子 １００ｍ 110 244 中島 侑紀(1) ﾅｶｼﾏ ﾕｳｷ 女子 鶴翔高

22 女子 １００ｍ 110 226 酒匂 結月(2) ｻｺｳ ﾕｽﾞｷ 女子 武岡台高

22 女子 １００ｍ 110 232 篠原 ひより(3) ｼﾉﾊﾗ ﾋﾖﾘ 女子 鳳凰高

22 女子 １００ｍ 110 233 川間 の乃弥(2) ｶﾜﾏ ﾉﾉﾐ 女子 鳳凰高

22 女子 １００ｍ 110 235 坂上 友希乃(1) ｻｶｳｴ ﾕｷﾉ 女子 明桜館高

22 女子 １００ｍ 110 441 桝本 杏菜(1) ﾏｽﾓﾄ ｱﾝﾅ 女子 明桜館高

22 女子 １００ｍ 110 306 尾上 愛美(3) ｵﾉｳｴ ｱﾐ 女子 野田女高

22 女子 １００ｍ 110 307 内野 彩月(3) ｳﾁﾉ ｻﾂｷ 女子 野田女高

22 女子 １００ｍ 110 308 前田 知伽(3) ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓｶ 女子 野田女高

22 女子 １００ｍ 110 310 小原 福子(3) ｺﾊﾞﾙ ｻｷｺ 女子 野田女高

22 女子 １００ｍ 110 448 嶋本 侑夏(1) ｼﾏﾓﾄ ﾕｳｶ 女子 野田女高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

23 女子 ２００ｍ 77 265 満園 由華(3) ﾐﾂｿﾞﾉ ﾕｶ 女子 伊集院高

23 女子 ２００ｍ 77 266 中尾 玲深(2) ﾅｶｵ ﾚﾐ 女子 伊集院高

23 女子 ２００ｍ 77 267 若松 佳歩(2) ﾜｶﾏﾂ ｶﾎ 女子 伊集院高

23 女子 ２００ｍ 77 55 有吉 愛佳(2) ｱﾘﾖｼ ｱｲｶ 女子 奄美高



23 女子 ２００ｍ 77 189 愛甲 遥菜(2) ｱｲｺｳ ﾊﾙﾅ 女子 加治木高

23 女子 ２００ｍ 77 290 瀬脇 映(1) ｾﾜｷ ｱｷ 女子 串良商高

23 女子 ２００ｍ 77 81 坂口 桃緒子(2) ｻｶｸﾞﾁ ﾄｵｺ 女子 甲南高

23 女子 ２００ｍ 77 76 松﨑 千夏(2) ﾏﾂｻｷ ﾁﾅﾂ 女子 甲南高

23 女子 ２００ｍ 77 80 志築 憧子(2) ｼｽﾞｷ ﾄｳｺ 女子 甲南高

23 女子 ２００ｍ 77 421 河内 里穂(1) ｶﾜﾁ ﾘﾎ 女子 甲南高

23 女子 ２００ｍ 77 420 山上 遥(1) ﾔﾏｳｴ ﾊﾙ 女子 甲南高

23 女子 ２００ｍ 77 419 山田 珠遥(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾊﾙ 女子 甲南高

23 女子 ２００ｍ 77 437 岩下 涼奈(1) ｲﾜｼﾀ ｽｽﾞﾅ 女子 甲南高

23 女子 ２００ｍ 77 368 福盛 陽菜(2) ﾌｸﾓﾘ ﾊﾙﾅ 女子 国分中央高

23 女子 ２００ｍ 77 370 堀 京花(2) ﾎﾘ ｷﾖｶ 女子 国分中央高

23 女子 ２００ｍ 77 371 内田 夢月(2) ｳﾁﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 国分中央高

23 女子 ２００ｍ 77 373 行舩 陽菜(2) ﾕｷﾌﾈ ﾋﾅ 女子 国分中央高

23 女子 ２００ｍ 77 378 竹牟禮 あかり(1) ﾀｹﾑﾚ ｱｶﾘ 女子 国分中央高

23 女子 ２００ｍ 77 133 芳田 紗佳(2) ﾖｼﾀﾞ ｻﾔｶ 女子 鹿児島玉龍高

23 女子 ２００ｍ 77 2 上原 央詩(3) ｳｴﾊﾗ ﾕﾒ 女子 鹿児島高

23 女子 ２００ｍ 77 4 内野 茜(3) ｳﾁﾉ ｾﾝ 女子 鹿児島高

23 女子 ２００ｍ 77 9 寺地 しい(2) ﾃﾗﾁ ｼｲ 女子 鹿児島高

23 女子 ２００ｍ 77 20 川原 千佳(1) ｶﾜﾊﾗ ﾁｶ 女子 鹿児島高

23 女子 ２００ｍ 77 21 芝元 陽茉璃(1) ｼﾊﾞﾓﾄ ﾋﾏﾘ 女子 鹿児島高

23 女子 ２００ｍ 77 22 圖師 遥那(1) ｽﾞｼ ﾊﾙﾅ 女子 鹿児島高

23 女子 ２００ｍ 77 24 田島 朱(1) ﾀｼﾞﾏ ｱﾔ 女子 鹿児島高

23 女子 ２００ｍ 77 27 花田 真奈夏(1) ﾊﾅﾀﾞ ﾏﾅｶ 女子 鹿児島高

23 女子 ２００ｍ 77 162 清水 優萌(2) ｷﾖﾐｽﾞ ﾕﾒ 女子 鹿児島女高

23 女子 ２００ｍ 77 164 鮫島 未夢(2) ｻﾒｼﾏ ﾐﾕ 女子 鹿児島女高

23 女子 ２００ｍ 77 180 谷門 花菜(2) ﾀﾆｶﾄﾞ ｶﾅ 女子 鹿児島女高

23 女子 ２００ｍ 77 154 谷口 茅乃(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾔﾉ 女子 鹿児島女高

23 女子 ２００ｍ 77 155 藤谷 こころ(2) ﾌｼﾞﾀﾆ ｺｺﾛ 女子 鹿児島女高

23 女子 ２００ｍ 77 158 横山 夏奈江(2) ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｴ 女子 鹿児島女高

23 女子 ２００ｍ 77 167 上山口 彩(1) ｶﾐﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾔｶ 女子 鹿児島女高

23 女子 ２００ｍ 77 172 東 和来(1) ﾋｶﾞｼ ﾜｺ 女子 鹿児島女高

23 女子 ２００ｍ 77 139 吉岡 愛生(3) ﾖｼｵｶ ﾒｲ 女子 鹿児島情報高

23 女子 ２００ｍ 77 140 高橋 あやの(3) ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾉ 女子 鹿児島情報高

23 女子 ２００ｍ 77 142 福﨑 ゆず(2) ﾌｸｻﾞｷ ﾕｽﾞ 女子 鹿児島情報高

23 女子 ２００ｍ 77 144 浜田 かのん(1) ﾊﾏﾀﾞ ｶﾉﾝ 女子 鹿児島情報高

23 女子 ２００ｍ 77 146 下野 みのり(1) ｼﾓﾉ ﾐﾉﾘ 女子 鹿児島情報高

23 女子 ２００ｍ 77 147 佐藤 和紗(1) ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ 女子 鹿児島情報高

23 女子 ２００ｍ 77 145 松尾 彩花(1) ﾏﾂｵ ｱﾔｶ 女子 鹿児島情報高

23 女子 ２００ｍ 77 282 鹿倉 和香菜(2) ｶｸﾗ ﾜｶﾅ 女子 鹿児島中央高

23 女子 ２００ｍ 77 284 宮元 楓果(2) ﾐﾔﾓﾄ ﾌｳｶ 女子 鹿児島中央高

23 女子 ２００ｍ 77 427 山元 優佳(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ 女子 鹿児島中央高

23 女子 ２００ｍ 77 251 住吉 紗羽(2) ｽﾐﾖｼ ｻﾜ 女子 鹿児島南高

23 女子 ２００ｍ 77 130 伊原 こころ(2) ｲﾊﾗ ｺｺﾛ 女子 出水高

23 女子 ２００ｍ 77 399 尾上 礼夏(1) ｵﾉｳｴ ﾚｲｶ 女子 出水高

23 女子 ２００ｍ 77 269 小牧 茉央(2) ｺﾏｷ ﾏﾋﾛ 女子 出水商高

23 女子 ２００ｍ 77 270 井樋 愛彩香(2) ｲﾋﾞ ｱﾔｶ 女子 出水商高



23 女子 ２００ｍ 77 271 田原 奈苗(2) ﾀﾊﾗ ﾅﾅ 女子 出水商高

23 女子 ２００ｍ 77 364 宮田 莉寿(1) ﾐﾔﾀ ﾘｼﾞｭ 女子 出水商高

23 女子 ２００ｍ 77 386 古城 なみ(1) ﾌﾙｼﾞｮｳ ﾅﾐ 女子 出水商高

23 女子 ２００ｍ 77 203 川口 絵里子(3) ｶﾜｸﾞﾁ ｴﾘｺ 女子 松陽高

23 女子 ２００ｍ 77 207 丸山 凜佳(3) ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾝｶ 女子 松陽高

23 女子 ２００ｍ 77 218 火野坂 ほのか(2) ﾋﾉｻｶ ﾎﾉｶ 女子 松陽高

23 女子 ２００ｍ 77 213 羽祢田 真菜美(1) ﾊﾈﾀﾞ ﾏﾅﾐ 女子 松陽高

23 女子 ２００ｍ 77 215 内山 怜愛(1) ｳﾁﾔﾏ ﾚﾅ 女子 松陽高

23 女子 ２００ｍ 77 214 堀 すみれ(1) ﾎﾘ ｽﾐﾚ 女子 松陽高

23 女子 ２００ｍ 77 212 若松 知佳(1) ﾜｶﾏﾂ ﾁｶ 女子 松陽高

23 女子 ２００ｍ 77 216 永田 桜弓(1) ﾅｶﾞﾀ ｻﾕﾐ 女子 松陽高

23 女子 ２００ｍ 77 317 有元 こころ(2) ｱﾘﾓﾄ ｺｺﾛ 女子 川薩清修館高

23 女子 ２００ｍ 77 316 田村 美織(2) ﾀﾑﾗ ﾐｵ 女子 川薩清修館高

23 女子 ２００ｍ 77 315 中山 奈生(2) ﾅｶﾔﾏ ﾅｵ 女子 川薩清修館高

23 女子 ２００ｍ 77 295 野下 美羽(2) ﾉｼﾀ ﾐｳ 女子 川内商工高

23 女子 ２００ｍ 77 293 田畑 彩愛(2) ﾀﾊﾞﾀ ｱﾔﾉ 女子 川内商工高

23 女子 ２００ｍ 77 301 河野 美月(1) ｺｳﾉ ﾐﾂﾞｷ 女子 曽於高

23 女子 ２００ｍ 77 416 有川 和子(1) ｱﾘｶﾜ ﾜｺ 女子 大口明光学園高

23 女子 ２００ｍ 77 90 川宿田 楓子(2) ｶﾜｼｭｸﾀﾞ ﾌｳｺ 女子 鶴丸高

23 女子 ２００ｍ 77 91 川床 予里栄(2) ｶﾜﾄｺ ﾖﾘｴ 女子 鶴翔高

23 女子 ２００ｍ 77 243 境田 真琴(1) ｻｶｲﾀﾞ ﾏｺﾄ 女子 鶴翔高

23 女子 ２００ｍ 77 244 中島 侑紀(1) ﾅｶｼﾏ ﾕｳｷ 女子 鶴翔高

23 女子 ２００ｍ 77 224 野口 麗菜(3) ﾉｸﾞﾁ ﾚｲﾅ 女子 武岡台高

23 女子 ２００ｍ 77 226 酒匂 結月(2) ｻｺｳ ﾕｽﾞｷ 女子 武岡台高

23 女子 ２００ｍ 77 306 尾上 愛美(3) ｵﾉｳｴ ｱﾐ 女子 野田女高

23 女子 ２００ｍ 77 308 前田 知伽(3) ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓｶ 女子 野田女高

23 女子 ２００ｍ 77 310 小原 福子(3) ｺﾊﾞﾙ ｻｷｺ 女子 野田女高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

24 女子 ４００ｍ 25 266 中尾 玲深(2) ﾅｶｵ ﾚﾐ 女子 伊集院高

24 女子 ４００ｍ 25 188 小城 悠歌(2) ｺｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ 女子 加治木高

24 女子 ４００ｍ 25 287 大山 心結(2) ｵｵﾔﾏ ﾐﾕ 女子 串良商高

24 女子 ４００ｍ 25 368 福盛 陽菜(2) ﾌｸﾓﾘ ﾊﾙﾅ 女子 国分中央高

24 女子 ４００ｍ 25 432 橋口 心暖(2) ﾊｼｸﾞﾁ ｺｺﾉ 女子 鹿屋高

24 女子 ４００ｍ 25 14 南 遥月奈(2) ﾐﾅﾐ ﾊﾙﾅ 女子 鹿児島高

24 女子 ４００ｍ 25 42 時任 桜子(1) ﾄｷﾄｳ ｻｸﾗｺ 女子 鹿児島高

24 女子 ４００ｍ 25 180 谷門 花菜(2) ﾀﾆｶﾄﾞ ｶﾅ 女子 鹿児島女高

24 女子 ４００ｍ 25 159 花田 美咲(2) ﾊﾅﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 鹿児島女高

24 女子 ４００ｍ 25 158 横山 夏奈江(2) ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｴ 女子 鹿児島女高

24 女子 ４００ｍ 25 167 上山口 彩(1) ｶﾐﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾔｶ 女子 鹿児島女高

24 女子 ４００ｍ 25 172 東 和来(1) ﾋｶﾞｼ ﾜｺ 女子 鹿児島女高

24 女子 ４００ｍ 25 177 楠田 ほなみ(1) ｸｽﾀﾞ ﾎﾅﾐ 女子 鹿児島女高

24 女子 ４００ｍ 25 173 中川 千裕(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ 女子 鹿児島女高

24 女子 ４００ｍ 25 141 水之浦 早紀(3) ﾐｽﾞﾉｳﾗ ｻｷ 女子 鹿児島情報高

24 女子 ４００ｍ 25 138 松尾 優花(3) ﾏﾂｵ ﾕｳｶ 女子 鹿児島情報高

24 女子 ４００ｍ 25 143 内野 麻里奈(2) ｳﾁﾉ ﾏﾘﾅ 女子 鹿児島情報高

24 女子 ４００ｍ 25 146 下野 みのり(1) ｼﾓﾉ ﾐﾉﾘ 女子 鹿児島情報高



24 女子 ４００ｍ 25 145 松尾 彩花(1) ﾏﾂｵ ｱﾔｶ 女子 鹿児島情報高

24 女子 ４００ｍ 25 207 丸山 凜佳(3) ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾝｶ 女子 松陽高

24 女子 ４００ｍ 25 214 堀 すみれ(1) ﾎﾘ ｽﾐﾚ 女子 松陽高

24 女子 ４００ｍ 25 413 東 優依奈(1) ﾋｶﾞｼ ﾕｲﾅ 女子 松陽高

24 女子 ４００ｍ 25 100 沖田 萌々(1) ｵｷﾀ ﾓﾓ 女子 神村学園高

24 女子 ４００ｍ 25 224 野口 麗菜(3) ﾉｸﾞﾁ ﾚｲﾅ 女子 武岡台高

24 女子 ４００ｍ 25 122 淵田 瑠来(2) ﾌﾁﾀﾞ ﾙｸ 女子 鳳凰高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

25 女子 ８００ｍ 58 126 迫間 沙羅(2) ｻｺﾏ ｻﾗ 女子 屋久島高

25 女子 ８００ｍ 58 392 岩川 真弥(1) ｲﾜｶﾞﾜ ｻﾅﾐ 女子 屋久島高

25 女子 ８００ｍ 58 393 橋本 心優(1) ﾊｼﾓﾄ ﾐﾕ 女子 屋久島高

25 女子 ８００ｍ 58 78 川畑 菜歩(2) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅﾎ 女子 甲南高

25 女子 ８００ｍ 58 390 新名 春風(1) ﾆｲﾅ ﾊﾙｶ 女子 国分中央高

25 女子 ８００ｍ 58 134 青木 凛(2) ｱｵｷ ﾘﾝ 女子 鹿児島玉龍高

25 女子 ８００ｍ 58 135 福山 知恵里(2) ﾌｸﾔﾏ ﾁｴﾘ 女子 鹿児島玉龍高

25 女子 ８００ｍ 58 136 岩切 環希(1) ｲﾜｷﾘ ﾀﾏｷ 女子 鹿児島玉龍高

25 女子 ８００ｍ 58 29 岩橋 優里(3) ｲﾜﾊｼ ﾕﾘ 女子 鹿児島高

25 女子 ８００ｍ 58 32 宇都 ひなた(2) ｳﾄ ﾋﾅﾀ 女子 鹿児島高

25 女子 ８００ｍ 58 33 榮 まひる(2) ｻｶｴ ﾏﾋﾙ 女子 鹿児島高

25 女子 ８００ｍ 58 34 坂元 葵衣(2) ｻｶﾓﾄ ｱｵｲ 女子 鹿児島高

25 女子 ８００ｍ 58 35 新村 萌華(2) ｼﾝﾑﾗ ﾓｴｶ 女子 鹿児島高

25 女子 ８００ｍ 58 39 本多 里奈(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾘﾅ 女子 鹿児島高

25 女子 ８００ｍ 58 41 鍜治屋 朋華(1) ｶｼﾞﾔ ﾎﾉｶ 女子 鹿児島高

25 女子 ８００ｍ 58 42 時任 桜子(1) ﾄｷﾄｳ ｻｸﾗｺ 女子 鹿児島高

25 女子 ８００ｍ 58 43 永吉 悠倭(1) ﾅｶﾞﾖｼ ﾕｳﾜ 女子 鹿児島高

25 女子 ８００ｍ 58 169 弓指 菜穂(1) ﾕﾐｻｼ ﾅﾎ 女子 鹿児島女高

25 女子 ８００ｍ 58 160 ⾧野 心美(2) ﾅｶﾞﾉ ｺｺﾐ 女子 鹿児島女高

25 女子 ８００ｍ 58 165 福永 虹美(2) ﾌｸﾅｶﾞ ﾅﾅﾐ 女子 鹿児島女高

25 女子 ８００ｍ 58 156 森山 七海(2) ﾓﾘﾔﾏ ﾅﾅﾐ 女子 鹿児島女高

25 女子 ８００ｍ 58 177 楠田 ほなみ(1) ｸｽﾀﾞ ﾎﾅﾐ 女子 鹿児島女高

25 女子 ８００ｍ 58 170 小園 怜華(1) ｺｿﾞﾉ ﾚｲｶ 女子 鹿児島女高

25 女子 ８００ｍ 58 176 坂口 日菜子(1) ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾅｺ 女子 鹿児島女高

25 女子 ８００ｍ 58 173 中川 千裕(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ 女子 鹿児島女高

25 女子 ８００ｍ 58 259 有里 純菜(1) ｱﾘｻﾄ ｼﾞｭﾝﾅ 女子 鹿児島南高

25 女子 ８００ｍ 58 263 東 こころ(2) ﾋｶﾞｼ ｺｺﾛ 女子 鹿児島南高

25 女子 ８００ｍ 58 424 山下 愛香里(1) ﾔﾏｼﾀ ｱｶﾘ 女子 鹿児島南高

25 女子 ８００ｍ 58 131 遠矢 楓(2) ﾄｵﾔ ｶｴﾃﾞ 女子 出水高

25 女子 ８００ｍ 58 320 毛利 琴奈(3) ﾓｳﾘ ｺﾄﾅ 女子 出水中央高

25 女子 ８００ｍ 58 332 鵜木 玲奈(2) ｳﾉｷ ﾚｲﾅ 女子 出水中央高

25 女子 ８００ｍ 58 322 川原 亜里紗(2) ｶﾜﾊﾗ ｱﾘｻ 女子 出水中央高

25 女子 ８００ｍ 58 321 牧 美颯(2) ﾏｷ ﾐﾊﾔ 女子 出水中央高

25 女子 ８００ｍ 58 329 小川 歩加(1) ｵｶﾞﾜ ﾎﾉｶ 女子 出水中央高

25 女子 ８００ｍ 58 333 里 しほり(1) ｻﾄ ｼﾎﾘ 女子 出水中央高

25 女子 ８００ｍ 58 328 東 咲希(1) ﾋｶﾞｼ ｻｷ 女子 出水中央高

25 女子 ８００ｍ 58 334 藤本 亜依(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｲ 女子 出水中央高

25 女子 ８００ｍ 58 325 宮野 優海(1) ﾐﾔﾉ ﾕｳﾐ 女子 出水中央高



25 女子 ８００ｍ 58 326 森 紫乃(1) ﾓﾘ ｼﾉ 女子 出水中央高

25 女子 ８００ｍ 58 331 吉田 萌(1) ﾖｼﾀﾞ ﾓｴ 女子 出水中央高

25 女子 ８００ｍ 58 352 前田 愛佳(3) ﾏｴﾀﾞ ﾏﾅｶ 女子 樟南高

25 女子 ８００ｍ 58 100 沖田 萌々(1) ｵｷﾀ ﾓﾓ 女子 神村学園高

25 女子 ８００ｍ 58 104 立花 舞(1) ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｲ 女子 神村学園高

25 女子 ８００ｍ 58 103 吉留 美桜(1) ﾖｼﾄﾒ ﾐｵ 女子 神村学園高

25 女子 ８００ｍ 58 382 平野 利奈(2) ﾋﾗﾉ ﾘﾅ 女子 垂水高

25 女子 ８００ｍ 58 65 立野 里菜(2) ﾀﾃﾉ ﾘﾅ 女子 川内高

25 女子 ８００ｍ 58 296 濱田 琉生(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾙｲ 女子 川内商工高

25 女子 ８００ｍ 58 292 松本 彩香(2) ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔｶ 女子 川内商工高

25 女子 ８００ｍ 58 300 原 朱音(3) ﾊﾗ ｱｶﾈ 女子 曽於高

25 女子 ８００ｍ 58 305 山脇 美海(1) ﾔﾏﾜｷ ﾐﾐ 女子 大口明光学園高

25 女子 ８００ｍ 58 89 猪俣 和奏(2) ｲﾉﾏﾀ ﾜｶﾅ 女子 鶴丸高

25 女子 ８００ｍ 58 408 武内 楽咲(1) ﾀｹｳﾁ ﾗﾗ 女子 鶴丸高

25 女子 ８００ｍ 58 225 中脇 もも(3) ﾅｶﾜｷ ﾓﾓ 女子 武岡台高

25 女子 ８００ｍ 58 222 古園 友葵音(2) ﾌﾙｿﾞﾉ ﾕｷﾈ 女子 武岡台高

25 女子 ８００ｍ 58 223 松川 亜弥音(2) ﾏﾂｶﾜ ｱﾔﾈ 女子 武岡台高

25 女子 ８００ｍ 58 122 淵田 瑠来(2) ﾌﾁﾀﾞ ﾙｸ 女子 鳳凰高

25 女子 ８００ｍ 58 309 岩本 知聖(3) ｲﾜﾓﾄ ﾁｻﾄ 女子 野田女高

25 女子 ８００ｍ 58 449 田畑 舞(1) ﾀﾊﾞﾀ ﾏｲ 女子 野田女高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

26 女子 １５００ｍ 63 126 迫間 沙羅(2) ｻｺﾏ ｻﾗ 女子 屋久島高

26 女子 １５００ｍ 63 392 岩川 真弥(1) ｲﾜｶﾞﾜ ｻﾅﾐ 女子 屋久島高

26 女子 １５００ｍ 63 393 橋本 心優(1) ﾊｼﾓﾄ ﾐﾕ 女子 屋久島高

26 女子 １５００ｍ 63 375 立迫 志穂(2) ﾀﾁｻﾞｺ ｼﾎ 女子 国分中央高

26 女子 １５００ｍ 63 372 野村 優花(2) ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 女子 国分中央高

26 女子 １５００ｍ 63 369 福迫 姫花(2) ﾌｸｻﾞｺ ﾋﾒｶ 女子 国分中央高

26 女子 １５００ｍ 63 390 新名 春風(1) ﾆｲﾅ ﾊﾙｶ 女子 国分中央高

26 女子 １５００ｍ 63 137 横山 沙矢(2) ﾖｺﾔﾏ ｻﾔ 女子 鹿児島玉龍高

26 女子 １５００ｍ 63 31 森 揺雪(3) ﾓﾘ ﾕﾗﾅ 女子 鹿児島高

26 女子 １５００ｍ 63 32 宇都 ひなた(2) ｳﾄ ﾋﾅﾀ 女子 鹿児島高

26 女子 １５００ｍ 63 33 榮 まひる(2) ｻｶｴ ﾏﾋﾙ 女子 鹿児島高

26 女子 １５００ｍ 63 34 坂元 葵衣(2) ｻｶﾓﾄ ｱｵｲ 女子 鹿児島高

26 女子 １５００ｍ 63 36 高江 友姫(2) ﾀｶｴ ﾕｳｷ 女子 鹿児島高

26 女子 １５００ｍ 63 37 永野 寧々(2) ﾅｶﾞﾉ ﾈﾈ 女子 鹿児島高

26 女子 １５００ｍ 63 39 本多 里奈(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾘﾅ 女子 鹿児島高

26 女子 １５００ｍ 63 41 鍜治屋 朋華(1) ｶｼﾞﾔ ﾎﾉｶ 女子 鹿児島高

26 女子 １５００ｍ 63 43 永吉 悠倭(1) ﾅｶﾞﾖｼ ﾕｳﾜ 女子 鹿児島高

26 女子 １５００ｍ 63 169 弓指 菜穂(1) ﾕﾐｻｼ ﾅﾎ 女子 鹿児島女高

26 女子 １５００ｍ 63 149 小園 彩華(3) ｺｿﾞﾉ ｱﾔｶ 女子 鹿児島女高

26 女子 １５００ｍ 63 152 德留 舞(3) ﾄｸﾄﾞﾒ ﾏｲ 女子 鹿児島女高

26 女子 １５００ｍ 63 160 ⾧野 心美(2) ﾅｶﾞﾉ ｺｺﾐ 女子 鹿児島女高

26 女子 １５００ｍ 63 165 福永 虹美(2) ﾌｸﾅｶﾞ ﾅﾅﾐ 女子 鹿児島女高

26 女子 １５００ｍ 63 156 森山 七海(2) ﾓﾘﾔﾏ ﾅﾅﾐ 女子 鹿児島女高

26 女子 １５００ｍ 63 170 小園 怜華(1) ｺｿﾞﾉ ﾚｲｶ 女子 鹿児島女高

26 女子 １５００ｍ 63 176 坂口 日菜子(1) ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾅｺ 女子 鹿児島女高



26 女子 １５００ｍ 63 252 勝 彩乃(2) ｶﾂ ｱﾔﾉ 女子 鹿児島南高

26 女子 １５００ｍ 63 319 下境田 美羽(3) ｼﾓｻｶｲﾀﾞ ﾐｳ 女子 出水中央高

26 女子 １５００ｍ 63 320 毛利 琴奈(3) ﾓｳﾘ ｺﾄﾅ 女子 出水中央高

26 女子 １５００ｍ 63 332 鵜木 玲奈(2) ｳﾉｷ ﾚｲﾅ 女子 出水中央高

26 女子 １５００ｍ 63 322 川原 亜里紗(2) ｶﾜﾊﾗ ｱﾘｻ 女子 出水中央高

26 女子 １５００ｍ 63 321 牧 美颯(2) ﾏｷ ﾐﾊﾔ 女子 出水中央高

26 女子 １５００ｍ 63 329 小川 歩加(1) ｵｶﾞﾜ ﾎﾉｶ 女子 出水中央高

26 女子 １５００ｍ 63 324 住友 琴音(1) ｽﾐﾄﾓ ｺﾄﾈ 女子 出水中央高

26 女子 １５００ｍ 63 327 西本 穂乃香(1) ﾆｼﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 出水中央高

26 女子 １５００ｍ 63 328 東 咲希(1) ﾋｶﾞｼ ｻｷ 女子 出水中央高

26 女子 １５００ｍ 63 334 藤本 亜依(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｲ 女子 出水中央高

26 女子 １５００ｍ 63 330 松本 あかね(1) ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾈ 女子 出水中央高

26 女子 １５００ｍ 63 325 宮野 優海(1) ﾐﾔﾉ ﾕｳﾐ 女子 出水中央高

26 女子 １５００ｍ 63 357 坂元 綾香(2) ｻｶﾓﾄ ｱﾔｶ 女子 樟南高

26 女子 １５００ｍ 63 362 西郷 冬希(2) ｻｲｺﾞｳ ﾕﾂﾞｷ 女子 樟南高

26 女子 １５００ｍ 63 361 塚田 和花(1) ﾂｶﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ 女子 樟南高

26 女子 １５００ｍ 63 363 鈴東 杏夏(1) ｽｽﾞﾋｶﾞｼ ｷｮｳｶ 女子 樟南高

26 女子 １５００ｍ 63 99 池水 琉彩(3) ｲｹﾐｽﾞ ﾙｱ 女子 神村学園高

26 女子 １５００ｍ 63 98 上荒磯 利音(2) ｶﾐｱﾗｲｿ ﾘｵﾝ 女子 神村学園高

26 女子 １５００ｍ 63 107 野見山 紋圭(2) ﾉﾐﾔﾏ ｱﾔｶ 女子 神村学園高

26 女子 １５００ｍ 63 101 上野 優月(1) ｳｴﾉ ﾕﾂﾞｷ 女子 神村学園高

26 女子 １５００ｍ 63 105 田島 愛梨(1) ﾀｼﾏ ｱｲﾘ 女子 神村学園高

26 女子 １５００ｍ 63 104 立花 舞(1) ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｲ 女子 神村学園高

26 女子 １５００ｍ 63 102 西川 歩夏(1) ﾆｼｶﾜ ｱﾕｶ 女子 神村学園高

26 女子 １５００ｍ 63 103 吉留 美桜(1) ﾖｼﾄﾒ ﾐｵ 女子 神村学園高

26 女子 １５００ｍ 63 406 坂元 茉歩(1) ｻｶﾓﾄ ﾏﾎ 女子 川内高

26 女子 １５００ｍ 63 291 角井 篤未(3) ｶｸｲ ｱﾂﾐ 女子 川内商工高

26 女子 １５００ｍ 63 292 松本 彩香(2) ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔｶ 女子 川内商工高

26 女子 １５００ｍ 63 297 小園 愛梨(2) ｺｿﾞﾉ ｱｲﾘ 女子 川内商工高

26 女子 １５００ｍ 63 299 持留 まゆみ(2) ﾓﾁﾄﾞﾒ ﾏﾕﾐ 女子 曽於高

26 女子 １５００ｍ 63 302 山脇 琴音(3) ﾔﾏﾜｷ ｺﾄﾈ 女子 大口明光学園高

26 女子 １５００ｍ 63 305 山脇 美海(1) ﾔﾏﾜｷ ﾐﾐ 女子 大口明光学園高

26 女子 １５００ｍ 63 89 猪俣 和奏(2) ｲﾉﾏﾀ ﾜｶﾅ 女子 鶴丸高

26 女子 １５００ｍ 63 222 古園 友葵音(2) ﾌﾙｿﾞﾉ ﾕｷﾈ 女子 武岡台高

26 女子 １５００ｍ 63 119 伊集院 若菜(3) ｲｼﾞｭｳｲﾝ ﾜｶﾅ 女子 鳳凰高

26 女子 １５００ｍ 63 112 田之頭 瑞葵(2) ﾀﾉｶﾞｼﾗ ﾐｽﾞｷ 女子 鳳凰高

26 女子 １５００ｍ 63 121 三原 加琳(2) ﾐﾊﾗ ｶﾘﾝ 女子 鳳凰高

26 女子 １５００ｍ 63 116 二宮 菜々子(1) ﾆﾉﾐﾔ ﾅﾅｺ 女子 鳳凰高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

27 女子 ３０００ｍ 38 82 五反田 香乃(2) ｺﾞﾀﾝﾀﾞ ｶﾉ 女子 甲南高

27 女子 ３０００ｍ 38 375 立迫 志穂(2) ﾀﾁｻﾞｺ ｼﾎ 女子 国分中央高

27 女子 ３０００ｍ 38 372 野村 優花(2) ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 女子 国分中央高

27 女子 ３０００ｍ 38 36 高江 友姫(2) ﾀｶｴ ﾕｳｷ 女子 鹿児島高

27 女子 ３０００ｍ 38 38 濵田 恋(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾚﾝ 女子 鹿児島高

27 女子 ３０００ｍ 38 40 松久保 結生(2) ﾏﾂｸﾎﾞ ﾕﾐ 女子 鹿児島高

27 女子 ３０００ｍ 38 149 小園 彩華(3) ｺｿﾞﾉ ｱﾔｶ 女子 鹿児島女高



27 女子 ３０００ｍ 38 152 德留 舞(3) ﾄｸﾄﾞﾒ ﾏｲ 女子 鹿児島女高

27 女子 ３０００ｍ 38 319 下境田 美羽(3) ｼﾓｻｶｲﾀﾞ ﾐｳ 女子 出水中央高

27 女子 ３０００ｍ 38 324 住友 琴音(1) ｽﾐﾄﾓ ｺﾄﾈ 女子 出水中央高

27 女子 ３０００ｍ 38 327 西本 穂乃香(1) ﾆｼﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 出水中央高

27 女子 ３０００ｍ 38 330 松本 あかね(1) ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾈ 女子 出水中央高

27 女子 ３０００ｍ 38 326 森 紫乃(1) ﾓﾘ ｼﾉ 女子 出水中央高

27 女子 ３０００ｍ 38 355 吉德 彩花(3) ﾖｼﾄｸ ｱﾔｶ 女子 樟南高

27 女子 ３０００ｍ 38 354 松永 彩葉(3) ﾏﾂﾅｶﾞ ｲﾛﾊ 女子 樟南高

27 女子 ３０００ｍ 38 356 古川 美音(2) ﾌﾙｶﾜ ﾐｵ 女子 樟南高

27 女子 ３０００ｍ 38 94 馬場園 華(3) ﾊﾞﾊﾞｿﾞﾉ ﾊﾅ 女子 神村学園高

27 女子 ３０００ｍ 38 98 上荒磯 利音(2) ｶﾐｱﾗｲｿ ﾘｵﾝ 女子 神村学園高

27 女子 ３０００ｍ 38 107 野見山 紋圭(2) ﾉﾐﾔﾏ ｱﾔｶ 女子 神村学園高

27 女子 ３０００ｍ 38 101 上野 優月(1) ｳｴﾉ ﾕﾂﾞｷ 女子 神村学園高

27 女子 ３０００ｍ 38 105 田島 愛梨(1) ﾀｼﾏ ｱｲﾘ 女子 神村学園高

27 女子 ３０００ｍ 38 102 西川 歩夏(1) ﾆｼｶﾜ ｱﾕｶ 女子 神村学園高

27 女子 ３０００ｍ 38 406 坂元 茉歩(1) ｻｶﾓﾄ ﾏﾎ 女子 川内高

27 女子 ３０００ｍ 38 302 山脇 琴音(3) ﾔﾏﾜｷ ｺﾄﾈ 女子 大口明光学園高

27 女子 ３０００ｍ 38 119 伊集院 若菜(3) ｲｼﾞｭｳｲﾝ ﾜｶﾅ 女子 鳳凰高

27 女子 ３０００ｍ 38 113 乾 栞奈(3) ｲﾇｲ ｶﾝﾅ 女子 鳳凰高

27 女子 ３０００ｍ 38 114 射場山 夢華(3) ｲﾊﾞﾔﾏ ﾕﾒｶ 女子 鳳凰高

27 女子 ３０００ｍ 38 120 山口 聖那(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｾﾅ 女子 鳳凰高

27 女子 ３０００ｍ 38 109 清水 マリン(2) ｼﾐｽﾞ ﾏﾘﾝ 女子 鳳凰高

27 女子 ３０００ｍ 38 112 田之頭 瑞葵(2) ﾀﾉｶﾞｼﾗ ﾐｽﾞｷ 女子 鳳凰高

27 女子 ３０００ｍ 38 110 松尾 杏華(2) ﾏﾂｵ ｷｮｳｶ 女子 鳳凰高

27 女子 ３０００ｍ 38 121 三原 加琳(2) ﾐﾊﾗ ｶﾘﾝ 女子 鳳凰高

27 女子 ３０００ｍ 38 123 射場山 心華(2) ｲﾊﾞﾔﾏ ﾓﾄｶ 女子 鳳凰高

27 女子 ３０００ｍ 38 111 市來 里穂(2) ｲﾁｷ ﾘﾎ 女子 鳳凰高

27 女子 ３０００ｍ 38 117 下前 咲陽佳(1) ｼﾓﾏｴ ｻﾔｶ 女子 鳳凰高

27 女子 ３０００ｍ 38 115 西 莉里奈(1) ﾆｼ ﾘﾘﾅ 女子 鳳凰高

27 女子 ３０００ｍ 38 116 二宮 菜々子(1) ﾆﾉﾐﾔ ﾅﾅｺ 女子 鳳凰高

27 女子 ３０００ｍ 38 118 山中 智花(1) ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｶ 女子 鳳凰高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

28 女子 １００ｍＨ(0.838m) 15 288 前田 美里(2) ﾏｴﾀﾞ ﾐｻﾄ 女子 串良商高

28 女子 １００ｍＨ(0.838m) 15 348 征録 京香(2) ｾｲﾛｸ ｷｮｳｶ 女子 国分高

28 女子 １００ｍＨ(0.838m) 15 15 村尾 星奈(2) ﾑﾗｵ ｾｲﾅ 女子 鹿児島高

28 女子 １００ｍＨ(0.838m) 15 23 住吉 璃音(1) ｽﾐﾖｼ ﾘﾝ 女子 鹿児島高

28 女子 １００ｍＨ(0.838m) 15 25 中森 楽和(1) ﾅｶﾓﾘ ﾗﾅ 女子 鹿児島高

28 女子 １００ｍＨ(0.838m) 15 161 田之頭 あかり(2) ﾀﾉｶﾞｼﾗ ｱｶﾘ 女子 鹿児島女高

28 女子 １００ｍＨ(0.838m) 15 245 金沢 杏音(3) ｶﾅｻﾞﾜ ﾓﾓﾈ 女子 鹿児島南高

28 女子 １００ｍＨ(0.838m) 15 247 満永 朱音(3) ﾐﾂﾅｶﾞ ｱｶﾈ 女子 鹿児島南高

28 女子 １００ｍＨ(0.838m) 15 271 田原 奈苗(2) ﾀﾊﾗ ﾅﾅ 女子 出水商高

28 女子 １００ｍＨ(0.838m) 15 386 古城 なみ(1) ﾌﾙｼﾞｮｳ ﾅﾐ 女子 出水商高

28 女子 １００ｍＨ(0.838m) 15 404 郡山 桃佳(1) ｺｵﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 女子 松陽高

28 女子 １００ｍＨ(0.838m) 15 303 渡邊 輝(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾘ 女子 大口明光学園高

28 女子 １００ｍＨ(0.838m) 15 304 河上 ゆら(1) ｶﾜｶﾐ ﾕﾗ 女子 大口明光学園高

28 女子 １００ｍＨ(0.838m) 15 87 財部 優香(2) ﾀｶﾗﾍﾞ ﾕｳｶ 女子 鶴丸高



28 女子 １００ｍＨ(0.838m) 15 91 川床 予里栄(2) ｶﾜﾄｺ ﾖﾘｴ 女子 鶴翔高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

29 女子 ４００ｍＨ(0.762m) 8 287 大山 心結(2) ｵｵﾔﾏ ﾐﾕ 女子 串良商高

29 女子 ４００ｍＨ(0.762m) 8 432 橋口 心暖(2) ﾊｼｸﾞﾁ ｺｺﾉ 女子 鹿屋高

29 女子 ４００ｍＨ(0.762m) 8 14 南 遥月奈(2) ﾐﾅﾐ ﾊﾙﾅ 女子 鹿児島高

29 女子 ４００ｍＨ(0.762m) 8 161 田之頭 あかり(2) ﾀﾉｶﾞｼﾗ ｱｶﾘ 女子 鹿児島女高

29 女子 ４００ｍＨ(0.762m) 8 159 花田 美咲(2) ﾊﾅﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 鹿児島女高

29 女子 ４００ｍＨ(0.762m) 8 303 渡邊 輝(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾘ 女子 大口明光学園高

29 女子 ４００ｍＨ(0.762m) 8 304 河上 ゆら(1) ｶﾜｶﾐ ﾕﾗ 女子 大口明光学園高

29 女子 ４００ｍＨ(0.762m) 8 87 財部 優香(2) ﾀｶﾗﾍﾞ ﾕｳｶ 女子 鶴丸高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

30 女子 ５０００ｍＷ 4 151 林 真瑚(3) ﾊﾔｼ ﾏｺ 女子 鹿児島女高

30 女子 ５０００ｍＷ 4 148 松下 奈津希(3) ﾏﾂｼﾀ ﾅﾂｷ 女子 鹿児島女高

30 女子 ５０００ｍＷ 4 113 乾 栞奈(3) ｲﾇｲ ｶﾝﾅ 女子 鳳凰高

30 女子 ５０００ｍＷ 4 110 松尾 杏華(2) ﾏﾂｵ ｷｮｳｶ 女子 鳳凰高

No 競技名 人数 No チーム名１ チーム名２ 性別 ﾁｰﾑ属性↑

31 女子 ４×１００ｍ 19 0 鶴丸高 ﾂﾙﾏﾙ ｺｳ

31 女子 ４×１００ｍ 19 0 甲南高 ｺｳﾅﾝ ｺｳ

31 女子 ４×１００ｍ 19 0 鹿児島中央高 ｶｺﾞｼﾏﾁｭｳｵｳ ｺｳ

31 女子 ４×１００ｍ 19 0 鹿児島南高 ｶｺﾞｼﾏﾐﾅﾐ ｺｳ

31 女子 ４×１００ｍ 19 0 野田女高 ﾉﾀﾞｼﾞｮｼ ｺｳ

31 女子 ４×１００ｍ 19 0 加治木高 ｶｼﾞｷ ｺｳ

31 女子 ４×１００ｍ 19 0 鹿児島女高A ｶｺﾞｼﾏｼﾞｮｼ ｺｳ

31 女子 ４×１００ｍ 19 0 鹿児島女高B ｶｺﾞｼﾏｼﾞｮｼ ｺｳ

31 女子 ４×１００ｍ 19 0 出水商高 ｲｽﾞﾐｼｮｳｷﾞｮｳ ｺｳ

31 女子 ４×１００ｍ 19 0 国分中央高 ｺｸﾌﾞﾁｭｳｵｳ ｺｳ

31 女子 ４×１００ｍ 19 0 松陽高 ｼｮｳﾖｳ ｺｳ

31 女子 ４×１００ｍ 19 0 武岡台高 ﾀｹｵｶﾀﾞｲ ｺｳ

31 女子 ４×１００ｍ 19 0 川薩清修館高 ｾﾝｻﾂｾｲｼｭｳｶﾝ ｺｳ

31 女子 ４×１００ｍ 19 0 鹿児島高A ｶｺﾞｼﾏ ｺｳ

31 女子 ４×１００ｍ 19 0 鹿児島高B ｶｺﾞｼﾏ ｺｳ

31 女子 ４×１００ｍ 19 0 鹿児島情報高A ｶｺﾞｼﾏｼﾞｮｳﾎｳ ｺｳ

31 女子 ４×１００ｍ 19 0 鹿児島情報高B ｶｺﾞｼﾏｼﾞｮｳﾎｳ ｺｳ

31 女子 ４×１００ｍ 19 0 鳳凰高 ﾎｳｵｳ ｺｳ

31 女子 ４×１００ｍ 19 0 尚志館高 ｼｮｳｼｶﾝ ｺｳ

No 競技名 人数 No チーム名１ チーム名２ 性別 ﾁｰﾑ属性↑

32 女子 ４×４００ｍ 13 0 鹿児島中央高 ｶｺﾞｼﾏﾁｭｳｵｳ ｺｳ

32 女子 ４×４００ｍ 13 0 鹿児島南高 ｶｺﾞｼﾏﾐﾅﾐ ｺｳ

32 女子 ４×４００ｍ 13 0 鹿児島女高A ｶｺﾞｼﾏｼﾞｮｼ ｺｳ

32 女子 ４×４００ｍ 13 0 鹿児島女高B ｶｺﾞｼﾏｼﾞｮｼ ｺｳ

32 女子 ４×４００ｍ 13 0 松陽高 ｼｮｳﾖｳ ｺｳ

32 女子 ４×４００ｍ 13 0 武岡台高A ﾀｹｵｶﾀﾞｲ ｺｳ

32 女子 ４×４００ｍ 13 0 武岡台高B ﾀｹｵｶﾀﾞｲ ｺｳ

32 女子 ４×４００ｍ 13 0 鹿児島高A ｶｺﾞｼﾏ ｺｳ

32 女子 ４×４００ｍ 13 0 鹿児島高B ｶｺﾞｼﾏ ｺｳ

32 女子 ４×４００ｍ 13 0 鹿児島情報高A ｶｺﾞｼﾏｼﾞｮｳﾎｳ ｺｳ



32 女子 ４×４００ｍ 13 0 鹿児島情報高B ｶｺﾞｼﾏｼﾞｮｳﾎｳ ｺｳ

32 女子 ４×４００ｍ 13 0 国分中央高 ｺｸﾌﾞﾁｭｳｵｳ ｺｳ

32 女子 ４×４００ｍ 13 0 大口明光学園高 ｵｵｸﾁﾒｲｺｳ ｺｳ

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

33 女子 走高跳 9 194 今村 律佳(1) ｲﾏﾑﾗ ﾘﾂｶ 女子 甲南高

33 女子 走高跳 9 195 広川 采矢子(1) ﾋﾛｶﾜ ｱﾔｺ 女子 甲南高

33 女子 走高跳 9 443 大隣 美佑(1) ｵｵﾄﾅﾘ ﾐﾕｳ 女子 国分高

33 女子 走高跳 9 13 麓 芽衣(2) ﾌﾓﾄ ﾒｲ 女子 鹿児島高

33 女子 走高跳 9 15 村尾 星奈(2) ﾑﾗｵ ｾｲﾅ 女子 鹿児島高

33 女子 走高跳 9 166 吉浦 凛(2) ﾖｼｳﾗ ﾘﾝ 女子 鹿児島女高

33 女子 走高跳 9 414 山内 琳加(1) ﾔﾏｳﾁ ﾘﾝｶ 女子 出水商高

33 女子 走高跳 9 205 若吉 千里(3) ﾜｶﾖｼ ﾁｻﾄ 女子 松陽高

33 女子 走高跳 9 210 田中 海音(2) ﾀﾅｶ ｶﾉﾝ 女子 松陽高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

34 女子 棒高跳 5 77 大内山 朱莉(2) ｵｵｳﾁﾔﾏ ｱｶﾘ 女子 甲南高

34 女子 棒高跳 5 434 宮下 まどか(2) ﾐﾔｼﾀ ﾏﾄﾞｶ 女子 鹿屋高

34 女子 棒高跳 5 5 一元 さくら(3) ｶｽﾞﾓﾄ ｻｸﾗ 女子 鹿児島高

34 女子 棒高跳 5 13 麓 芽衣(2) ﾌﾓﾄ ﾒｲ 女子 鹿児島高

34 女子 棒高跳 5 86 前田 優花(2) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｶ 女子 鶴丸高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

35 女子 走幅跳 32 190 村田 和夏(2) ﾑﾗﾀ ﾜｶ 女子 加治木高

35 女子 走幅跳 32 288 前田 美里(2) ﾏｴﾀﾞ ﾐｻﾄ 女子 串良商高

35 女子 走幅跳 32 422 新名主 葵子(1) ｼﾝﾐｮｳｽﾞ ｱｺ 女子 甲南高

35 女子 走幅跳 32 438 堀切 泉咲(1) ﾎﾘｷﾘ ﾐｻｷ 女子 甲南高

35 女子 走幅跳 32 345 久保 衣里(3) ｸﾎﾞ ｴﾘ 女子 国分高

35 女子 走幅跳 32 376 中村 望愛(1) ﾅｶﾑﾗ ﾉｱ 女子 国分中央高

35 女子 走幅跳 32 377 首藤 心媛(1) ｼｭﾄｳ ｺｺﾛ 女子 国分中央高

35 女子 走幅跳 32 389 永里 光(1) ﾅｶﾞｻﾄ ﾋｶﾙ 女子 鹿児島玉龍高

35 女子 走幅跳 32 1 竹元 咲(3) ﾀｹﾓﾄ ｻｷ 女子 鹿児島高

35 女子 走幅跳 32 16 上間 咲季(1) ｳｴﾏ ｻｷ 女子 鹿児島高

35 女子 走幅跳 32 19 片野坂 唯月(1) ｶﾀﾉｻｶ ﾕﾂﾞｷ 女子 鹿児島高

35 女子 走幅跳 32 23 住吉 璃音(1) ｽﾐﾖｼ ﾘﾝ 女子 鹿児島高

35 女子 走幅跳 32 25 中森 楽和(1) ﾅｶﾓﾘ ﾗﾅ 女子 鹿児島高

35 女子 走幅跳 32 163 近藤 亜美(2) ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾐ 女子 鹿児島女高

35 女子 走幅跳 32 157 冨満 優女(2) ﾄﾐﾐﾂ ﾕｳﾅ 女子 鹿児島女高

35 女子 走幅跳 32 168 井手下 栄梨(1) ｲﾃﾞｼﾀ ｴﾘ 女子 鹿児島女高

35 女子 走幅跳 32 175 緒方 桜咲(1) ｵｶﾞﾀ ｻｸﾗ 女子 鹿児島女高

35 女子 走幅跳 32 174 福留 舞(1) ﾌｸﾄﾞﾒ ﾏｲ 女子 鹿児島女高

35 女子 走幅跳 32 400 田中 月(3) ﾀﾅｶ ﾙﾅ 女子 鹿児島第一高

35 女子 走幅跳 32 280 久津輪 真梨(2) ｸﾂﾜ ﾏﾘ 女子 鹿児島中央高

35 女子 走幅跳 32 281 中園 心晴(2) ﾅｶｿﾞﾉ ｺﾊﾙ 女子 鹿児島中央高

35 女子 走幅跳 32 284 宮元 楓果(2) ﾐﾔﾓﾄ ﾌｳｶ 女子 鹿児島中央高

35 女子 走幅跳 32 426 竹元 千咲(1) ﾀｹﾓﾄ ﾁｻｷ 女子 鹿児島中央高

35 女子 走幅跳 32 260 楢原 佳朋(1) ﾅﾗﾊﾗ ｶﾎ 女子 鹿児島南高

35 女子 走幅跳 32 48 坂元 美友(2) ｻｶﾓﾄ ﾐﾕｳ 女子 種子島高

35 女子 走幅跳 32 208 庄司 有希(3) ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 女子 松陽高



35 女子 走幅跳 32 418 武原 慧來(1) ﾀｹﾊﾗ ｱﾔﾅ 女子 鶴丸高

35 女子 走幅跳 32 429 加藤 愛(1) ｶﾄｳ ｱｲ 女子 武岡台高

35 女子 走幅跳 32 232 篠原 ひより(3) ｼﾉﾊﾗ ﾋﾖﾘ 女子 鳳凰高

35 女子 走幅跳 32 233 川間 の乃弥(2) ｶﾜﾏ ﾉﾉﾐ 女子 鳳凰高

35 女子 走幅跳 32 235 坂上 友希乃(1) ｻｶｳｴ ﾕｷﾉ 女子 明桜館高

35 女子 走幅跳 32 441 桝本 杏菜(1) ﾏｽﾓﾄ ｱﾝﾅ 女子 明桜館高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

36 女子 三段跳 8 389 永里 光(1) ﾅｶﾞｻﾄ ﾋｶﾙ 女子 鹿児島玉龍高

36 女子 三段跳 8 16 上間 咲季(1) ｳｴﾏ ｻｷ 女子 鹿児島高

36 女子 三段跳 8 18 片野坂 瑞希(1) ｶﾀﾉｻｶ ﾐｽﾞｷ 女子 鹿児島高

36 女子 三段跳 8 19 片野坂 唯月(1) ｶﾀﾉｻｶ ﾕﾂﾞｷ 女子 鹿児島高

36 女子 三段跳 8 26 野間 莉緒(1) ﾉﾏ ﾘｵ 女子 鹿児島高

36 女子 三段跳 8 163 近藤 亜美(2) ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾐ 女子 鹿児島女高

36 女子 三段跳 8 157 冨満 優女(2) ﾄﾐﾐﾂ ﾕｳﾅ 女子 鹿児島女高

36 女子 三段跳 8 166 吉浦 凛(2) ﾖｼｳﾗ ﾘﾝ 女子 鹿児島女高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

37 女子 砲丸投(4.000kg) 10 379 田之畑 遥茄(1) ﾀﾉﾊﾀ ﾊﾙｶ 女子 国分中央高

37 女子 砲丸投(4.000kg) 10 417 坂上 凛香(1) ｻｶｳｴ ﾘﾝｶ 女子 薩南工高

37 女子 砲丸投(4.000kg) 10 7 福寿 遥(3) ﾌｸｼﾞｭ ﾊﾙｶ 女子 鹿児島高

37 女子 砲丸投(4.000kg) 10 11 早淵 七海(2) ﾊﾔﾌﾁ ﾅﾅﾐ 女子 鹿児島高

37 女子 砲丸投(4.000kg) 10 28 吉松 瑠菜(1) ﾖｼﾏﾂ ﾙﾅ 女子 鹿児島高

37 女子 砲丸投(4.000kg) 10 171 酒匂 こころ(1) ｻｺｳ ｺｺﾛ 女子 鹿児島女高

37 女子 砲丸投(4.000kg) 10 254 三反田 理央(2) ｻﾝﾀﾝﾀﾞ ﾘｵ 女子 鹿児島南高

37 女子 砲丸投(4.000kg) 10 258 角井 けせら(1) ｶｸｲ ｹｾﾗ 女子 鹿児島南高

37 女子 砲丸投(4.000kg) 10 86 前田 優花(2) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｶ 女子 鶴丸高

37 女子 砲丸投(4.000kg) 10 230 田中 夕月(2) ﾀﾅｶ ﾕﾂﾞｷ 女子 鳳凰高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

38 女子 円盤投(1.000kg) 13 127 野元 優乃(2) ﾉﾓﾄ ﾕｳﾉ 女子 屋久島高

38 女子 円盤投(1.000kg) 13 26 野間 莉緒(1) ﾉﾏ ﾘｵ 女子 鹿児島高

38 女子 円盤投(1.000kg) 13 7 福寿 遥(3) ﾌｸｼﾞｭ ﾊﾙｶ 女子 鹿児島高

38 女子 円盤投(1.000kg) 13 11 早淵 七海(2) ﾊﾔﾌﾁ ﾅﾅﾐ 女子 鹿児島高

38 女子 円盤投(1.000kg) 13 28 吉松 瑠菜(1) ﾖｼﾏﾂ ﾙﾅ 女子 鹿児島高

38 女子 円盤投(1.000kg) 13 171 酒匂 こころ(1) ｻｺｳ ｺｺﾛ 女子 鹿児島女高

38 女子 円盤投(1.000kg) 13 262 肥後 美咲(3) ﾋｺﾞ ﾐｻｷ 女子 鹿児島南高

38 女子 円盤投(1.000kg) 13 254 三反田 理央(2) ｻﾝﾀﾝﾀﾞ ﾘｵ 女子 鹿児島南高

38 女子 円盤投(1.000kg) 13 253 田中 茉梨萌(2) ﾀﾅｶ ﾏﾘﾓ 女子 鹿児島南高

38 女子 円盤投(1.000kg) 13 423 浜崎 夏帆(1) ﾊﾏｻｷ ｶﾎ 女子 鹿児島南高

38 女子 円盤投(1.000kg) 13 46 ⾧渡 海玖(3) ﾅｶﾞﾄ ﾐｸ 女子 種子島高

38 女子 円盤投(1.000kg) 13 230 田中 夕月(2) ﾀﾅｶ ﾕﾂﾞｷ 女子 鳳凰高

38 女子 円盤投(1.000kg) 13 51 大迫 芳(3) ｵｵｻｺ ｶｵﾙ 女子 明桜館高

No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

39 女子 ハンマー投(4.000kg) 5 264 波戸 涼音(3) ﾊﾄ ｽｽﾞﾈ 女子 鹿児島南高

39 女子 ハンマー投(4.000kg) 5 253 田中 茉梨萌(2) ﾀﾅｶ ﾏﾘﾓ 女子 鹿児島南高

39 女子 ハンマー投(4.000kg) 5 261 西崎 愛海(2) ﾆｼｻﾞｷ ｱｲﾐ 女子 鹿児島南高

39 女子 ハンマー投(4.000kg) 5 258 角井 けせら(1) ｶｸｲ ｹｾﾗ 女子 鹿児島南高

39 女子 ハンマー投(4.000kg) 5 51 大迫 芳(3) ｵｵｻｺ ｶｵﾙ 女子 明桜館高



No 競技名 人数 No 氏名１ 氏名２ 性別 所属↑

40 女子 やり投(0.600kg) 17 125 矢野 美花子(3) ﾔﾉ ﾐｶｺ 女子 屋久島高

40 女子 やり投(0.600kg) 17 379 田之畑 遥茄(1) ﾀﾉﾊﾀ ﾊﾙｶ 女子 国分中央高

40 女子 やり投(0.600kg) 17 10 永野 愛佳(2) ﾅｶﾞﾉ ｱｲｶ 女子 鹿児島高

40 女子 やり投(0.600kg) 17 17 栫 美咲(1) ｶｺｲ ﾐｻｷ 女子 鹿児島高

40 女子 やり投(0.600kg) 17 12 原 志美(2) ﾊﾗ ﾕｷﾐ 女子 鹿児島高

40 女子 やり投(0.600kg) 17 155 藤谷 こころ(2) ﾌｼﾞﾀﾆ ｺｺﾛ 女子 鹿児島女高

40 女子 やり投(0.600kg) 17 425 河本 綾乃(1) ｶﾜﾓﾄ ｱﾔﾉ 女子 鹿児島女高

40 女子 やり投(0.600kg) 17 246 弓削 里香(3) ﾕｹﾞ ﾘｶ 女子 鹿児島南高

40 女子 やり投(0.600kg) 17 261 西崎 愛海(2) ﾆｼｻﾞｷ ｱｲﾐ 女子 鹿児島南高

40 女子 やり投(0.600kg) 17 423 浜崎 夏帆(1) ﾊﾏｻｷ ｶﾎ 女子 鹿児島南高

40 女子 やり投(0.600kg) 17 46 ⾧渡 海玖(3) ﾅｶﾞﾄ ﾐｸ 女子 種子島高

40 女子 やり投(0.600kg) 17 414 山内 琳加(1) ﾔﾏｳﾁ ﾘﾝｶ 女子 出水商高

40 女子 やり投(0.600kg) 17 445 時任 美咲(1) ﾄｷﾄｳ ﾐｻｷ 女子 出水中央高

40 女子 やり投(0.600kg) 17 220 荻迫 友希乃(3) ｵｷﾞｻｺ ﾕｷﾉ 女子 武岡台高

40 女子 やり投(0.600kg) 17 221 中島 琉花(2) ﾅｶｼﾏ ﾙﾊﾅ 女子 武岡台高

40 女子 やり投(0.600kg) 17 231 桑原 有里(2) ｸﾜﾊﾗ ﾕｳﾘ 女子 鳳凰高

40 女子 やり投(0.600kg) 17 307 内野 彩月(3) ｳﾁﾉ ｻﾂｷ 女子 野田女高


