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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
100m 8/28 馬場　海吏(3) 11.31/+1.2

東谷山中

金城　篤哉(3) 11.49/+1.2

星峯中

木下　聖太(3) 11.52/+1.2

東谷山中

東杢比野　涼介(3) 11.53/+1.2

国分南中

岩切　楓真(3) 11.59/+1.2

東谷山中

吉峯　恵仁(3) 11.65/+1.2

知覧中

窪田　健聖(3) 11.67/+1.2

星峯中

150m 8/28 馬場　海吏(3) 16.74/+0.1

NPC東谷山中

金城　篤哉(3) 16.90/+0.1

NPC星峯中

山田　蒼士(2) 16.91/+0.1

NPC舞鶴中

大久保　颯(1) 17.12/+0.1

鹿児島高

應本　聡太(1) 17.40/+0.1

尚志館高

岩切　楓真(3) 17.43/+0.1

東谷山中

長松院　寛太(3) 17.50/+0.1

宮之城中

狩集　徠羽(J3) 17.63/+0.1

SCC

1000m 8/28 窪田　健聖(3)  2:37.64

星峯中

花輪　琉太(1)  2:37.66

鹿児島城西高

窪田　健伸(3)  2:39.12

国分中

小園　竜成(3)  2:40.33

東市来中

永野　景聖(J3)  2:41.82

NRA

松永　賢志郎(3)  2:42.56

鹿児島玉龍中

福永　蒼(2)  2:44.99

東谷山中

黒田　大翔(2)  2:45.15

出水中

110mYH

(0.914m)

8/28 齊藤　礼漣(3) 15.96/-1.1

伊集院中

平松　希叶(2) 16.58/-1.1

重富中

黒石　航大(3) 16.88/-1.1

高尾野中

田口　惺翔(2) 16.92/-1.1

高尾野中

亀田　翔空(3) 17.08/-1.0

吉野中

有村　優翔(2) 17.46/-1.0

城西中

宇陽　玲音(2) 18.21/-1.1

吉野中

山下　正真(2) 19.03/-1.0

東谷山中

110mJH

(0.991m)

8/28 木下　聖太(3) 15.21/-1.5

東谷山中

松島　悠斗(3) 15.38/-1.5

金久中

猪木　優心(3) 16.54/-1.5

東谷山中

走高跳 8/28 久保木　悠介(2) 1m75

種子島中

畝地　雄大(2) 日当山中 1m65

上野　叶陽(3) 日当山中

齊藤　礼漣(3) 1m65

伊集院中

國生　瑞貴(2) 1m60

東谷山中

金城　昂樹(3) 帖佐中 1m60

神野　秋咲(3) 加治木中

走幅跳 8/28 瀬戸口　隆貴(1)   6m44/-0.2

武岡台高

田平　海心(3)   6m19/-0.4

城西中

元田　葉月(1)   6m15/+0.0

加治木工高

應本　聡太(1)   6m10/-0.7

尚志館高

桐原　俊汰郎(3)   6m00/+0.4

阿久根中

樋高　多聞(J3)   5m88/+0.0

鹿児島Jr

齊藤　礼漣(3)   5m67/-0.8

伊集院中

前田　悠汰(3)   5m62/+0.9

吉野中

三段跳 8/28 元田　葉月(1)  13m05/+1.1

加治木工高

前田　悠汰(3)  12m32/+1.6

吉野中

前田　琉偉(3)  12m31/+2.4

高尾野中

服部　宏人(3)  12m18/+2.1

東谷山中

種田　航生(3)  11m80/+1.7

国分南中

松清　史弥(3)  11m17/+1.7

鹿児島玉龍中

内園　悠太(3)  11m00/+2.2

東谷山中

五百路　悠晃(3)  10m85/-0.2

吉野中

砲丸投

(5.000kg)

8/28 阿多　詩々朗(2)  11m26

伊集院中

増本　大幹(3)  11m18

高尾野中

川淵　太陽(2)  10m95

高尾野中

山崎　蓮(3)  10m68

隼人中

増田　陽羽(3)  10m68

高山中

尾瀨　太陽(3)  10m38

星峯中

市来　瑛杜(3)  10m31

城ケ丘中

佐川　智隆(3)  10m13

国分南中

円盤投

(1.500kg)

8/28 濱部　新(3)  30m85

上市来中

川淵　太陽(2)  28m31

高尾野中

原村　真彩也(2)  26m60

高尾野中

園田　燎太郎(3)  25m00

末吉中

田邉　奏侍(3)  24m39

吉野中

増本　大幹(3)  20m32

高尾野中

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 8/28 田邉　奏侍(3)  47m87

吉野中

カイダ　恵永(3)  46m57

星峯中

内村　颯真(3)  44m07

星峯中

邉見　仁(2)  39m30

東谷山中

中園　琉樹斗(2)  35m30

大崎中

二田　永遠(J2)  33m53

鹿児島Jr

松井　秀太(2)  33m47

城西中

五百路　悠晃(3)  31m87

吉野中

男子共
通

100m 8/28 吉屋　優希乃(2) 12.47/+1.5

国分南中

福田　陽菜(J3) 12.99/+1.5

ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

内田　瑚乃夏(3) 13.06/+1.5

東谷山中

田嶋　結月(2) 13.17/+1.5

伊集院中

細川　友愛(3) 13.20/+1.5

舞鶴中

帖佐　菜甫(1) 13.38/+1.5

皇徳寺中

上水流　聖来(2) 13.43/+1.5

吉野中

澤田　瑠菜(3) 13.45/+1.5

川内中央中

150m 8/28 楠田　ゆうな(1) 18.76/+0.3

NPC阿久根中

濵田　彩華(2) 19.35/+0.3

NPC舞鶴中

髙口　永恋(2) 19.71/+0.3

阿久根中

帖佐　菜甫(1) 19.94/+0.3

皇徳寺中

上石坂　百梨(2) 20.27/+0.3

伊集院中

佃　華月(3) 20.48/+0.3

東谷山中

1000m 8/28 野口　紗喜音(2)  2:58.93

東谷山中

神田　美咲(3)  2:59.87

松元中

平野　悠莉(3)  3:01.22

松元中

五反田　絵里香(1)  3:01.65

鳳凰高

橘　のん(1)  3:03.56

舞鶴中

冨満　樹花(2)  3:03.77

高尾野中

櫨元　美波(2)  3:05.80

松元中

芝﨑　葉音(3)  3:08.21

吉野東中

100mMH

(0.762m)

8/28 井上　ハルカ(3) 14.82/+1.4

国分南中

服部　美音(3) 15.75/+1.4

西紫原中

佃　華月(3) 15.79/+1.4

東谷山中

中原　梨乃(2) 16.13/+1.4

吾平中

上水流　聖来(2) 16.15/+1.3

吉野中

細川　友愛(3) 16.18/+1.4

舞鶴中

堀永　陽南(2) 16.31/+1.3

舞鶴中

青井　虹花(2) 16.55/+1.4

鹿児島玉龍中

100mYH

(0.762m)

8/28 有川　実花(1) 14.02/+1.4

鹿児島南高

安藤　めい(2) 19.14/+1.4

西紫原中

走高跳 8/28 西川　雛羽(J3) 1m55

ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

横村　澪南(J3) 1m55

鹿児島Jr

若尾　奏来(3) 1m55

城西中

西園　麻央(2) 1m50

阿久根中

井上　花菜(2) 1m40

城西中

西　美結(1) 1m40

城西中

新川　絢香(2) 1m40

松元中

岩下　涼音(2) 日当山中 1m30

脇田　楓怜(2) 吉野中

走幅跳 8/28 金丸　亜湖(2)   4m98/+1.6

高尾野中

宮原　舞帆(2)   4m84/-0.9

大川内中

萩原　璃香(3)   4m80/+1.6

東谷山中

井手下　麗桜(J3)   4m72/+0.3

ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ疾風

栫　早和(J3)   4m65/+1.7

SCC

青木　美緒(2)   4m65/-0.3

城西中

横村　澪南(J3)   4m58/+1.0

鹿児島Jr

佐藤　結香(3)   4m55/+1.0

加治木中

三段跳 8/28 井上　ハルカ(3)  10m82/+1.7

国分南中

永里　晶(3)  10m64/+1.2

吉野中

冨満　彩輝(2)  10m43/+1.5

高尾野中

宮原　舞帆(2)  10m21/+2.4

大川内中

井手下　麗桜(J3)  10m11/+1.2

ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ疾風

服部　美音(3)  10m08/+1.5

西紫原中

栫　早和(J3)   9m87/+1.2

SCC

青木　美緒(2)   9m78/+0.8

城西中

砲丸投

(2.721kg)

8/28 山下　愛心(3)   9m90

城西中

藤後　るりは(2)   9m11

城西中

吉村　菜々美(3)   8m90

吉野中

上村　さくら(2)   8m50

吉野中

中窪　心咲(1)   8m44

伊集院中

中村　百花(2)   8m23

吉野中

岩﨑　真心(2)   7m96

西紫原中

野﨑　葵(3)   7m75

隼人中

円盤投

(1.000kg)

8/28 松元　美春(2)  29m82

大川内中

山下　愛心(3)  26m19

城西中

諏訪　愛仁(J2)  19m00

長島陸上

上村　さくら(2)  16m36

吉野中

藤後　るりは(2)  15m55

城西中

中村　百花(2)  13m78

吉野中

瀨島　彩乃(2)  12m34

吉野中

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 8/28 内田　瑚乃夏(3)  39m46

東谷山中

渡　美々香(3)  38m97

赤徳中

田嶋　結月(2)  38m41

伊集院中

峠坂　春菜(3)  33m87

皇徳寺中

水澤　遥音(2)  28m70

上市来中

齊藤　礼羅(1)  28m59

伊集院中

米滿　結菜(1)  28m15

川内南中

且　ゆりあ(1)  24m61

赤徳中

女子共
通

凡例（NPC:県中学新記録）


