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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 4/24 福峯　純一郎(3) 11.36/+0.7

鹿児島・谷山北中

金城　篤哉(3) 11.37/+2.8

鹿児島・星峯中

長松院　寛太(3) 11.45/+0.7

鹿児島・宮之城中

山田　蒼士(2) 11.52/+0.7

鹿児島・舞鶴中

馬場　海吏(3) 11.54/+0.7

鹿児島・東谷山中

宝蔵　僚太(3) 鹿児島・伊敷中 11.61/+0.7

窪田　健聖(3) 鹿児島・星峯中

岩切　楓真(3) 11.62/+1.6

鹿児島・東谷山中

男子中
学2･3
年

100m 4/24 立岡　駿(3) 10.55/+1.3

鹿児島・川薩清修館高

川上　亮磨(2) 10.69/+1.3

鹿児島・鹿児島南高

種田　捷之介(3) 10.92/+1.3

鹿児島・川薩清修館高

堀之内　陽なた(3) 10.95/+1.3

鹿児島・甲南高

神宮　雄大(2) 10.97/+1.9

鹿児島・鹿児島南高

内田　弥睦(3) 10.98/+1.9

鹿児島・鹿児島南高

德永　開成(3) 鹿児島・鹿児島南高 11.03/+1.9

椨　耀司(2) 鹿児島・SCC 11.03/+2.4

男子高
校

100m 4/24 金森　和貴 10.65/+3.9

茨城・ﾂｸﾊﾞﾂｲﾝﾋﾟｰｸｽ

ﾗﾝｽﾞﾎﾞﾛｰ　ｻﾐｭｴﾙ 10.76/+3.9

鹿児島・KAC

永田　拓海 10.78/+3.9

鹿児島・KAC

東畠　幸 10.82/+3.9

鹿児島・BabbinoCompare

川路　龍世 10.90/+3.9

鹿児島・KAC

奧　柊大(4) 10.98/+3.9

鹿児島・鹿児島大

山上　稜真 11.02/+2.5

鹿児島・BabbinoCompare

中本　幸成(2) 11.03/+3.9

熊本・鹿児島大

男子一
般

200m 4/25 金城　篤哉(3) 22.87/+0.5

鹿児島・星峯中

馬場　海吏(3) 22.97/+0.5

鹿児島・東谷山中

窪田　健聖(3) 23.13/+0.5

鹿児島・星峯中

福峯　純一郎(3) 23.29/+0.5

鹿児島・谷山北中

長松院　寛太(3) 23.41/+0.5

鹿児島・宮之城中

山田　蒼士(2) 23.43/-0.1

鹿児島・舞鶴中

木下　聖太(3) 23.67/+0.5

鹿児島・東谷山中

種田　航生(3) 23.91/+0.5

鹿児島・国分南中

男子中
学2･3
年

200m 4/25 立岡　駿(3) 22.11/-1.2

鹿児島・川薩清修館高

川上　亮磨(2) 22.25/-1.2

鹿児島・鹿児島南高

西元　鈴之進(2) 22.42/-1.2

鹿児島・楠隼高

種田　捷之介(3) 22.67/-1.2

鹿児島・川薩清修館高

德永　開成(3) 22.85/-1.2

鹿児島・鹿児島南高

宮下　峻(2) 22.88/+0.6

鹿児島・松陽高

福元　敦士(2) 鹿児島・鹿児島商高 23.00/-2.5

堀之内　陽なた(3) 鹿児島・甲南高 23.00/+0.0

男子高
校

200m 4/25 永田　拓海 22.24/-1.2

鹿児島・KAC

奧　柊大(4) 22.65/-1.2

鹿児島・鹿児島大

中川　敢晴(1) 22.85/-1.2

鹿児島・鹿児島国際大

山上　稜真 22.99/-1.2

鹿児島・BabbinoCompare

横田　心晟 23.00/-1.7

鹿児島・BabbinoCompare

中川　隆成(4) 23.01/-1.2

鹿児島・志學館大

中本　幸成(2) 23.25/-1.2

熊本・鹿児島大

村橋　暁(4) 23.42/-1.7

鹿児島・鹿児島大

男子一
般

1500m 4/25 石岡　大侑(3)  3:53.29

鹿児島・出水中央高

太田　遥斗(3)  3:54.62

鹿児島・鹿児島南高

三角　洸太(3)  3:55.97

鹿児島・鹿児島城西高

石丸　惇那(3)  3:56.06

鹿児島・出水中央高

三坂　佳賞(3)  3:56.78

鹿児島・樟南高

梅橋　拓也(3)  3:56.84

鹿児島・鳳凰高

須山　向陽(3)  3:56.98

鹿児島・鹿児島城西高

嶽野　智博(3) 鹿児島・鹿児島工高  3:59.38

亀之園　京士郎(3) 鹿児島・鳳凰高

男子高校

1500m 4/25 柴田　栗佑(4)  3:56.42

兵庫・鹿児島大

前迫　勇太  3:57.97

鹿児島・RokkoAC

中野　弘章  3:58.90

鹿児島・NTC

弓削　佑太(3)  4:02.61

鹿児島・鹿児島大

茅野　雅博  4:03.25

鹿児島・RokkoAC

四俣　勇人  4:04.06

鹿児島・曽於陸協

福島　佑哉(4)  4:04.70

鹿児島・志學館大

田代　敬之(2)  4:05.33

鹿児島・鹿児島大

10000m 4/24 増田　悠大 30:12.62

鹿児島・曽於陸協

谷口　一希(2) 30:35.76

鹿児島・第一工科大

立元　翔悟 30:56.22

鹿児島・国分自衛隊

田代　一晃 31:34.18

鹿児島・南薩東京社

村島　蒼太(4) 31:37.64

鹿児島・第一工科大

吉留　悠介 31:40.12

鹿児島・京セラ川内

中原　敬輝(2) 31:42.54

鹿児島・鹿屋体育大

東　汰騎(1) 31:42.95

鹿児島・第一工科大

男子一
般

400mH 4/24 三島　魁斗(3) 54.37

鹿児島・鹿児島高

福元　敦士(2) 55.13

鹿児島・鹿児島商高

平田　和(2) 55.88

鹿児島・松陽高

西窪　優斗(2) 57.91

鹿児島・鹿児島南高

下仮屋　蒼馬(2) 58.07

鹿児島・鹿屋工高

田代　倫太郎(3) 58.99

鹿児島・川内高

上和田　樹(2)  1:00.82

鹿児島・鶴丸高

松迫　勇士(3)  1:01.48

鹿児島・曽於高

男子高
校

400mH 4/24 中川　敢晴(1) 55.15

鹿児島・鹿児島国際大

末永　康貴(2) 56.42

鹿児島・鹿児島大

関山　真弥 56.48

鹿児島・RESURRECTIONAC

町田　敬斗(18) 59.97

鹿児島・GreenLabels

男子一
般

走高跳 4/24 田平　海心(3) 1m70

鹿児島・城西中

上野　叶陽(3) 1m70

鹿児島・日当山中

種田　航生(3) 1m70

鹿児島・国分南中

清澤　悠真(3) 1m60

鹿児島・吉野中

久保木　悠介(2) 1m60

鹿児島・種子島中

木下　聖太(3) 鹿児島・東谷山中 1m55

畝地　雄大(2) 鹿児島・日当山中

金城　昂樹(3) 1m55

鹿児島・帖佐中

男子中
学2･3
年

走高跳 4/25 川畑　柊人(3) 1m83

鹿児島・種子島高

濵島　夏彦(3) 1m80

鹿児島・鶴丸高

安藤　澪士(3) 1m75

鹿児島・鹿児島商高

下口　陽雄(3) 1m75

鹿児島・国分中央高

田畑　秀磨(1) 鹿児島・鹿児島高 1m70

上野　星葉(3) 鹿児島・加治木工高

岩下　優世(1) 1m70

鹿児島・鹿児島高

須田　悠斗(2) 1m60

鹿児島・鹿児島高

男子高
校

走高跳 4/25 山中　亮磨 1m90

鹿児島・skyone

男子一
般

三段跳 4/24 樋高　多聞(3)  12m07/+3.2

鹿児島・鴨池中

服部　宏人(3)  11m80/-1.9

鹿児島・東谷山中

居福　泰治(3)  11m58/+2.9

鹿児島・吉野中

清水　泰成(3)  11m31/+1.9

鹿児島・吉野中

伊原　爽一郎(3)  10m69/+3.3

鹿児島・高尾野中

東福　大輝(3)  10m69/+2.4

鹿児島・上市来中

東山崎　快(3)  10m67/+3.6

鹿児島・伊集院中

内園　悠太(3)  10m46/-1.7

鹿児島・東谷山中

男子中
学2･3
年

三段跳 4/24 上井　翼(2)  14m05/+1.1

鹿児島・鹿児島高

濵島　夏彦(3)  13m35/-0.1

鹿児島・鶴丸高

上野　星葉(3)  13m33/+0.1

鹿児島・加治木工高

中野　蒔士(3)  13m22/+0.4

鹿児島・国分中央高

桐木平　耕士(3)  13m18/+0.8

鹿児島・加治木工高

池田　諒(3)  13m16/+0.5

鹿児島・加治木工高

永吉　悠人(1)  13m00/+0.9

鹿児島・鹿児島南高

伊地知　聖大(2)  12m73/+1.2

鹿児島・加治木工高

男子高
校

三段跳 4/24 壹岐　翼(3)  15m16/+3.2

宮崎・宮崎大

中村　勇斗(1)  15m15/+0.4

鹿児島・鹿屋体育大

松下　貴紀  14m68/+0.4

鹿児島・BabbinoCompare

永瀧　聡士(3)  13m79/+2.2

鹿児島・鹿児島大

林　凌平(4)  13m49/+2.3

熊本・鹿児島大

吉村　颯馬(1)  12m70/+4.4

宮崎・宮崎大

男子一
般

円盤投

(1.500kg)

4/24 濱部　新(3)  28m85

鹿児島・上市来中

川淵　太陽(2)  27m47

鹿児島・高尾野中

阿多　詩々朗(2)  23m50

鹿児島・伊集院中

濵田　琉輝(2)  22m92

鹿児島・和田中

田邉　奏侍(3)  21m96

鹿児島・吉野中

原村　真彩也(2)  21m59

鹿児島・高尾野中

佐川　智隆(3)  20m81

鹿児島・国分南中

増本　体幹(3)  19m50

鹿児島・高尾野中

男子中
学2･3
年

円盤投

(1.750kg)

4/24 大原　颯太(2)  39m80

鹿児島・鹿児島南高

上原　奏汰(2)  38m12

鹿児島・鹿児島南高

舟ノ川　斗真(3)  36m54

鹿児島・加治木工高

吉利　優希(3)  35m53

鹿児島・国分中央高

喜島　健太(3)  34m96

鹿児島・鹿児島高

厚地　寛人(3)  32m53

鹿児島・川内高

窪　大我(3)  30m39

鹿児島・鳳凰高

男子高
校

円盤投

(2.000kg)

4/24 桑代　啓太  43m22

鹿児島・福笑門

能勢　未夏海  39m76

鹿児島・skyone

関山　真弥  28m49

鹿児島・RESURRECTIONAC

男子一
般

ハンマー投

(6.000kg)

4/25 舟ノ川　斗真(3)  52m15

鹿児島・加治木工高

喜島　健太(3)  39m81

鹿児島・鹿児島高

大原　颯太(2)  37m41

鹿児島・鹿児島南高

厚地　寛人(3)  33m78

鹿児島・川内高

男子高
校

ハンマー投

(7.260kg)

4/25 豎道　一太朗  45m86

鹿児島・skyone

有村　慎太郎  44m37

鹿児島・skyone

男子一
般
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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 4/24 吉屋　優希乃(2) 12.37/+1.5

鹿児島・国分南中

福田　陽菜(3) 12.71/+1.5

鹿児島・ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

濵田　彩華(2) 12.91/+1.5

鹿児島・舞鶴中

内田　瑚乃夏(3) 12.92/+1.5

鹿児島・東谷山中

上石坂　百梨(2) 12.95/+1.5

鹿児島・伊集院中

比良　寧々花(3) 12.99/+4.7

鹿児島・ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

田之脇　菜月(3) 13.05/+4.7

鹿児島・頴娃中

松元　美月(3) 13.07/+1.5

鹿児島・鹿屋東中

女子中
学2･3
年

100m 4/24 伊原　こころ(3) 12.49/-2.5

鹿児島・出水高

寺地　しい(3) 12.52/-2.5

鹿児島・鹿児島高

鮫島　未夢(3) 12.53/+0.9

鹿児島・鹿児島女高

清水　優萌(3) 12.68/-2.5

鹿児島・鹿児島女高

藤谷　こころ(3) 12.71/+0.9

鹿児島・鹿児島女高

中山　奈生(3) 12.81/+0.9

鹿児島・川薩清修館高

住吉　璃音(2) 12.82/+1.7

鹿児島・鹿児島高

下野　みのり(2) 12.85/-0.8

鹿児島・鹿児島情報高

女子高
校

100m 4/24 大村　美香 11.99/+3.2

鹿児島・南国殖産

塗木　ひかる(3) 12.15/+3.2

鹿児島・鹿児島大

折尾　鈴花 12.17/+3.2

鹿児島・KJいもっ娘ｸﾗﾌﾞ

上野　南 12.20/+3.2

鹿児島・BabbinoCompare

楠元　茉優 12.43/+3.2

鹿児島・KAC

尾崎　杏菜 12.92/+2.6

鹿児島・BabbinoCompare

大山　瑞希 13.23/+2.6

鹿児島・KAC

大知　初音 13.72/+2.6

鹿児島・SCC

女子一
般

200m 4/25 吉屋　優希乃(2) 25.79/-0.7

鹿児島・国分南中

濵田　彩華(2) 26.45/-0.7

鹿児島・舞鶴中

福田　陽菜(3) 26.79/-0.7

鹿児島・ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

上石坂　百梨(2) 27.12/-0.7

鹿児島・伊集院中

佃　華月(3) 27.46/-0.7

鹿児島・東谷山中

下田　星奈(2) 27.72/-1.3

鹿児島・吉野中

野口　紗喜音(2) 27.74/-0.7

鹿児島・東谷山中

古屋敷　愛美(2) 27.98/-0.7

鹿児島・東谷山中

女子中
学2･3
年

200m 4/25 伊原　こころ(3) 25.98/-1.4

鹿児島・出水高

寺地　しい(3) 25.99/-1.4

鹿児島・鹿児島高

下野　みのり(2) 26.08/-1.5

鹿児島・鹿児島情報高

鮫島　未夢(3) 26.11/-1.4

鹿児島・鹿児島女高

中山　奈生(3) 26.29/-1.4

鹿児島・川薩清修館高

清水　優萌(3) 26.66/-1.4

鹿児島・鹿児島女高

有吉　愛佳(3) 26.86/-1.4

鹿児島・奄美高

三宅　咲菜(1) 27.06/-1.5

鹿児島・鹿児島南高

女子高
校

200m 4/25 折尾　鈴花 25.69/-0.4

鹿児島・KJいもっ娘ｸﾗﾌﾞ

塗木　ひかる(3) 26.16/-0.4

鹿児島・鹿児島大

嶋児　天音(2) 26.25/-0.4

鹿児島・鹿児島大

楠元　茉優 27.03/-0.4

鹿児島・KAC

上荒磯　真菜(2) 27.74/-0.4

鹿児島・鹿児島国際大

東　真希 29.81/-0.4

鹿児島・KAC

女子一
般

1500m 4/24 ｶﾘﾊﾞ　ｶﾛﾗｲﾝ(1)  4:26.79

鹿児島・神村学園高

田島　愛梨(2)  4:27.42

鹿児島・神村学園高

沖田　萌々(2)  4:31.69

鹿児島・神村学園高

宇都　ひなた(3)  4:31.88

鹿児島・鹿児島高

久保　心優(3)  4:33.17

鹿児島・神村学園高

西川　歩夏(2)  4:34.08

鹿児島・神村学園高

上野　優月(2)  4:34.37

鹿児島・神村学園高

坂元　葵衣(3)  4:35.57

鹿児島・鹿児島高

女子高
校

1500m 4/24 久保　亜美  4:33.81

鹿児島・鹿児島銀行

松下　茉由  4:46.56

熊本・肥後銀行

松永　珠緒(3)  4:48.57

鹿児島・鹿児島大

女子一
般

400mH 4/24 東　和来(2)  1:07.21

鹿児島・鹿児島女高

花田　美咲(3)  1:07.27

鹿児島・鹿児島女高

橋元　幸菜(1)  1:07.77

鹿児島・鹿児島高

渡邊　輝(3)  1:08.84

鹿児島・大口明光学園高

上山口　彩(2)  1:08.90

鹿児島・鹿児島女高

橋口　心暖(3)  1:11.14

鹿児島・鹿屋高

河上　ゆら(2)  1:11.66

鹿児島・大口明光学園高

芝元　陽茉璃(2)  1:12.73

鹿児島・鹿児島高

女子高
校

400mH 4/24 河野　志歩(4)  1:04.29

宮崎・宮崎公立大

上荒磯　真菜(2)  1:04.36

鹿児島・鹿児島国際大

女子一
般

走高跳 4/24 西川　雛羽(3) 1m60

鹿児島・ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

若尾　奏来(3) 1m55

鹿児島・城西中

稲留　さと(3) 1m50

鹿児島・鴨池中

横村　澪南(3) 1m45

鹿児島・天保山中

榎並　杏紗(3) 1m45

鹿児島・国分中

窪田　心奈(3) 1m45

鹿児島・国分中

二牟禮　美蒼(2) 1m40

鹿児島・川内北中

井上　花菜(2) 1m40

鹿児島・城西中

女子中
学2･3
年

走高跳 4/25 今村　律佳(2) 1m55

鹿児島・甲南高

柳田　陽香(1) 1m55

鹿児島・鹿児島高

若吉　ひより(1) 1m55

鹿児島・鹿児島女高

藤谷　好南(1) 鹿児島・鹿児島高 1m50

早瀬　葵(1) 鹿児島・甲南高

吉浦　凛(3) 1m45

鹿児島・鹿児島女高

大隣　美佑(2) 鹿児島・国分高 1m40

福留　舞(2) 鹿児島・鹿児島女高

喜屋武　風花(1) 鹿児島・鹿児島女高

住吉　璃音(2) 鹿児島・鹿児島高

女子高
校

走高跳 4/25 鐡丸　美由紀 1m70

鹿児島・鹿児島銀行

女子一
般

三段跳 4/24 冨満　彩輝(2)  10m20/+1.3

鹿児島・高尾野中

宮原　舞帆(2)  10m15/+2.5

鹿児島・大川内中

今村　彩乃(3)  10m08/+1.6

鹿児島・国分中

永里　晶(3)  10m04/+2.2

鹿児島・吉野中

井手下　麗桜(3)   9m98/+4.1

鹿児島・ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ疾風

川原　和香(3)   9m96/+1.3

鹿児島・川内南中

服部　美音(3)   9m66/+1.3

鹿児島・西紫原中

福別府　望(2)   9m66/+2.5

鹿児島・国分中

女子中
学2･3
年

三段跳 4/24 片野坂　唯月(2)  11m61/+1.8

鹿児島・鹿児島高

吉浦　凛(3)  11m36/+0.5

鹿児島・鹿児島女高

片野坂　瑞希(2)  11m03/+2.9

鹿児島・鹿児島高

永里　光(2)  10m77/+2.9

鹿児島・鹿児島玉龍高

田之脇　いな穂(1)  10m74/+0.2

鹿児島・鹿児島女高

首藤　心媛(2)  10m66/-2.2

鹿児島・国分中央高

麓　芽衣(3)  10m42/+4.2

鹿児島・鹿児島高

冨満　優女(3)  10m38/+0.3

鹿児島・鹿児島女高

女子高
校

三段跳 4/24 木村　紗耶夏(4)  12m10/-2.6

宮崎・宮崎大

今中　郁美(42)  10m14/+0.9

鹿児島・GreenLabels

女子一
般

円盤投

(1.000kg)

4/24 松元　美春(2)  24m28

鹿児島・大川内中

山下　愛心(3)  20m06

鹿児島・城西中

久保　夏海(3)  18m60

鹿児島・東谷山中

内田　瑚乃夏(3)  18m23

鹿児島・東谷山中

山内　結愛(3)  17m72

鹿児島・高尾野中

岩﨑　莉央(2)  16m94

鹿児島・坊津学園中

藤後　るりは(2)  16m32

鹿児島・城西中

上村　さくら(2)  16m17

鹿児島・吉野中

女子中
学2･3
年

円盤投

(1.000kg)

4/24 三反田　理央(3)  36m17

鹿児島・鹿児島南高

角井　けせら(2)  30m56

鹿児島・鹿児島南高

酒匂　こころ(2)  29m07

鹿児島・鹿児島女高

堀　悠菜(1)  27m89

鹿児島・鹿児島南高

早淵　七海(3)  25m95

鹿児島・鹿児島高

吉松　瑠菜(2)  25m46

鹿児島・鹿児島高

下松　莉央(3)  23m80

鹿児島・鹿児島女高

三反田　果穂(1)  22m68

鹿児島・鹿児島南高

ハンマー投

(4.000kg)

4/25 田中　茉梨萌(3)  47m59

鹿児島・鹿児島南高

西崎　愛海(3)  43m25

鹿児島・鹿児島南高

角井　けせら(2)  41m20

鹿児島・鹿児島南高

酒匂　こころ(2)  29m77

鹿児島・鹿児島女高

下松　莉央(3)  26m20

鹿児島・鹿児島女高

清水　愛美(1)  17m45

鹿児島・鹿児島高

女子高
校

ハンマー投

(4.000kg)

4/25 濱田　恵里奈  56m70

鹿児島・skyone

女子一
般


