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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 3/12 川上　亮磨(3) 10.64/+1.8

鹿児島・鹿児島南高

ﾗﾝｽﾞﾎﾞﾛｰ　ｻﾐｭｴﾙ 10.80/+1.8

鹿児島・鹿児島ＡＣ

横田　幹太(4) 10.84/+1.8

鹿児島・鹿屋体育大

安田　夢雄生(2) 10.93/+1.4

鹿児島・星峯中

金城　篤哉(1) 10.97/+1.8

鹿児島・鹿児島南高

長松院　寛太(1) 11.07/+1.4

鹿児島・鹿児島商高

西元　鈴之進(3) 11.14/+1.8

鹿児島・楠隼高

西山　賢太郎(3) 11.15/+1.3

熊本・九州共立大

300m 3/12 金城　篤哉(1) 33.98

鹿児島・鹿児島南高

太田　芳栄(3) 33.99

鹿児島・鹿児島南高

ﾗﾝｽﾞﾎﾞﾛｰ　ｻﾐｭｴﾙ 34.18

鹿児島・鹿児島ＡＣ

中川　敢晴(2) 鹿児島・鹿児島国際大 34.97

坂元　龍晟(2) 鹿児島・鹿児島南高

福元　海人(3) 34.97

鹿児島・鹿児島大

豊留　雅也 35.07

鹿児島・鹿児島ＡＣ

須田　心太朗(3) 35.38

鹿児島・鹿児島南高

1500m 3/12 中村　晃斗(3)  3:58.76

鹿児島・出水中央高

松下　俊海(H2)  4:00.35

鹿児島・ActAthletics

辻田　鉄人(2)  4:00.76

鹿児島・国分中央高

松村　幸亮(1)  4:01.08

鹿児島・第一工科大

長友　英吾(2)  4:01.31

鹿児島・鹿児島商高

安永　圭汰(2)  4:05.17

鹿児島・鹿児島南高

村山　天斗(2)  4:05.49

鹿児島・鹿児島商高

板山　侑汰(2)  4:05.55

鹿児島・鹿児島商高

男子

110mYH 

(0.914m)

3/12 平松　希叶(3) 14.93/-1.1

鹿児島・重富中

山下　正真(3) 15.24/-1.1

鹿児島・東谷山中

井上　結太郎(2) 15.92/-1.1

鹿児島・鹿大附属中

橋元　翔琉(2) 15.93/-1.1

鹿児島・野田中

新納　源大(2) 16.06/-1.1

鹿児島・重富中

稲満　希(2) 16.44/-1.9

鹿児島・国分南中

田中　尚希(2) 16.89/-1.1

鹿児島・菱刈中

中森　楽稀(1) 17.74/+0.3

鹿児島・吉野東中

男子中
学

110mJH 

(0.991m)

3/12 西方　竜太郎 14.90/+0.8

鹿児島・鹿商RC

松島　悠斗(1) 15.44/+0.6

鹿児島・鹿児島高

山下　正真(3) 15.50/+0.6

鹿児島・東谷山中

渡邊　聖人(2) 15.57/+0.6

鹿児島・志學館大

新城　敦志 15.66/+0.6

鹿児島・BabbinoCompare

長友　朱理(3) 15.71/+0.6

宮崎・宮崎第一中

樋高　多聞(1) 17.17/+0.8

鹿児島・鹿児島高

池田　伊織(1) 17.25/+0.8

鹿児島・鹿児島玉龍高

走高跳 3/12 大上　拓海 1m95

鹿児島・トヨタカローラ

久保木　悠介(3) 1m85

鹿児島・国分南中

山之内　壮吾(2) 1m80

鹿児島・国分高

田畑　郁実(2) 1m80

鹿児島・鹿児島南高

瀧井　琥太郎(2) 1m70

鹿児島・鹿児島玉龍中

坂元　優太朗(1) 1m70

鹿児島・鹿児島中央高

清澤　悠真(1) 1m70

鹿児島・鹿児島中央高

中島　丈太郎(2) 1m65

鹿児島・種子島中

棒高跳 3/12 下野　祐征 4m80

鹿児島・鹿児島銀行

大内山　莉玖(2) 4m60

鹿児島・甲南高

上村　陸斗(2) 熊本・九州共立大 4m40

本山　真之介(2) 鹿児島・福岡大

貴島　新也(4) 4m30

鹿児島・鹿児島国際大

荘司　怜(2) 4m00

鹿児島・鹿児島商高

北　悠汰 3m90

鹿児島・鹿児島陸協

服部　宏人(1) 3m90

鹿児島・鹿児島南高

走幅跳 3/12 田平　海心(1)   7m04/+1.9

鹿児島・鹿児島南高

瀬戸口　隆貴(2)   7m00/+1.9

鹿児島・武岡台高

増田　竜大(2)   6m85/+1.5

鹿児島・国分中央高

柳　俊輔(2)   6m68/+2.6

鹿児島・鹿児島国際大

木浦　覇琥(J3)   6m61/+2.3

鹿児島・南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ

川畑　瑛希(2)   6m56/+1.6

鹿児島・鹿児島玉龍高

上井　翼(3)   6m46/+2.7

鹿児島・鹿児島高

平　晴登(2)   6m31/+1.9

鹿児島・甲南高

男子

砲丸投

(5.000kg)

3/12 川淵　太陽(3)  13m24

鹿児島・高尾野中

今別府　昇(3)  12m98

鹿児島・東谷山中

原村　真彩也(3)  11m66

鹿児島・高尾野中

阿多　詩々朗(J3)  11m34

鹿児島・チェスト伊集院

濵田　琉輝(3)  11m28

鹿児島・和田中

野田　政悟(2)  11m21

鹿児島・和田中

外薗　慎之助(2)  11m03

鹿児島・吉野中

倉園　獅子丸(2)   9m98

鹿児島・城西中

男子中
学

砲丸投

(6.000kg)

3/12 濵田　玲将(3)  14m14

鹿児島・鹿児島南高

弓削　大輔(2)  13m75

鹿児島・開陽高

中島　彰吾(2)  11m90

鹿児島・加治木工高

尾瀬　太陽(1)  10m68

鹿児島・鹿児島高

園田　雄進(2)  10m45

鹿児島・武岡台高

市来　瑛杜(1)   9m61

鹿児島・鹿児島南高

中崎　瑛介(1)   8m87

鹿児島・加治木高

石黒　一成(2)   8m87

鹿児島・鹿児島高

砲丸投

(7.260kg)

3/12 満永　脩斗(2)  10m99

鹿児島・鹿児島国際大

やり投

(0.800kg)

3/12 橋元　星侑(2)  53m31

鹿児島・鹿児島南高

福山　裕司  50m74

鹿児島・福笑門

河野　泰志  50m73

鹿児島・福笑門

中島　彰吾(2)  49m63

鹿児島・加治木工高

塚田　駿輔(1)  49m54

鹿児島・鹿児島南高

荒木　翔瑛(1)  48m76

鹿児島・鹿児島国際大

松下　怜(3)  43m33

鹿児島・鹿児島高

田邉　奏侍(1)  42m84

鹿児島・鹿児島南高

男子

100m 3/12 鶴田　玲美 12.20/ -4.4

鹿児島・南九州ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ

大村　美香 12.71/ -4.4

鹿児島・南国殖産

坂元　瑠菜(2) 12.93/ -4.4

鹿児島・鹿児島南高

楠田　ゆうな(2) 12.98/ -4.4

鹿児島・阿久根中

上野　亜暢(3) 13.02/ -4.4

鹿児島・阿久根中

髙城　桃那(1) 13.22/ -3.7

鹿児島・星峯中

滿園　彩可(2) 鹿児島・鹿児島高 13.26/ -2.8

大塩　麻里七(J3) 鹿児島・SCC 13.26/ -3.7

300m 3/12 鶴田　玲美 38.99

鹿児島・南九州ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ

佃　華月(1) 40.59

鹿児島・鹿児島南高

本坊　あこ(2) 41.62

鹿児島・鹿児島中央高

髙口　永恋(3) 42.66

鹿児島・阿久根中

滿園　彩可(2) 42.76

鹿児島・鹿児島高

上荒磯　真菜(3) 43.08

鹿児島・鹿児島国際大

橋元　幸菜(2) 43.53

鹿児島・鹿児島高

岩下　理々(2) 43.69

鹿児島・明桜館高

1500m 3/12 ｼﾞｪﾌﾟﾁﾙﾁﾙ　ﾌﾞﾚﾝﾀﾞ(1)  4:27.21

鹿児島・神村学園高

ｶﾘﾊﾞ　ｶﾛﾗｲﾝ(2)  4:29.43

鹿児島・神村学園高

野口　紗喜音(3)  4:38.71

鹿児島・東谷山中

黒神　璃菜(1)  4:39.41

鹿児島・神村学園高

瀬戸口　凜(3)  4:41.15

鹿児島・神村学園中

瀬戸口　恋空(1)  4:44.73

鹿児島・神村学園中

武田　星莉(1)  4:46.73

鹿児島・神村学園中

櫨元　美波(3)  4:49.39

鹿児島・松元中

女子

100mMH 

(0.76m/8m)

3/12 上野　亜暢(3) 14.65/+2.1

鹿児島・阿久根中

中村　愛花(2) 14.87/+2.1

鹿児島・鹿大附属中

上園　美羽(2) 15.91/+1.2

鹿児島・高山中

青井　虹花(3) 15.99/+2.1

鹿児島・鹿児島玉龍中

太田　理瑚(2) 16.02/+2.1

鹿児島・阿久根中

田部　聖奈(2) 16.19/+1.2

鹿児島・城西中

馬場　絢菜(1) 16.36/+1.2

鹿児島・伊集院中

齊藤　礼羅(2) 16.59/+1.2

鹿児島・伊集院中

女子中
学

100mYH 

(0.76m/8.5m)

3/12 有川　実花(2) 13.95/+1.0

鹿児島・鹿児島南高

服部　美音(1) 15.23/+1.0

鹿児島・鹿児島高

髙口　永恋(3) 15.92/+1.0

鹿児島・阿久根中

古屋敷　愛美(3) 15.95/+1.0

鹿児島・東谷山中

細川　友愛(1) 16.08/+1.3

鹿児島・甲南高

堀永　陽南(3) 16.24/+1.3

鹿児島・舞鶴中

馬場　友莉菜(1) 16.35/+1.0

鹿児島・鹿児島高

今中　郁美 17.01/+1.3

鹿児島・鹿児島陸協

走高跳 3/12 鐡丸　美由紀 1m75

鹿児島・鹿児島銀行

中山　綾音(2) 1m66

鹿児島・種子島中

西川　雛羽(1) 1m63

鹿児島・鹿児島高

稲留　さと(1) 鹿児島・鹿児島高 1m55

横村　澪南(1) 鹿児島・鹿児島高

早瀬　葵(2) 鹿児島・甲南高

若吉　ひより(2) 鹿児島・鹿児島女高

西園　麻央(3) 1m55

鹿児島・阿久根中

棒高跳 3/12 山崎　柚希(2) 3m30

千葉・福岡大

志賀　日向子(1) 3m20

熊本・阿蘇中央高

田原　夕愛(2) 3m00

鹿児島・鹿児島高

喜屋武　風花(2) 2m90

鹿児島・鹿児島女高

富永　結衣(1) 2m70

熊本・東海大星翔高

永田　莉奈(2) 2m00

鹿児島・大口中央中

走幅跳 3/12 片野坂　唯月(3)   5m79/+2.1

鹿児島・鹿児島高

上野　亜暢(3)   5m53/+3.7

鹿児島・阿久根中

柳田　陽香(2)   5m46/+1.8

鹿児島・鹿児島高

中村　愛花(2)   5m41/+2.8

鹿児島・鹿大附属中

田之脇　いな穂(2)   5m36/+2.7

鹿児島・鹿児島女高

金丸　亜湖(3)   5m20/+1.6

鹿児島・高尾野中

楢原　佳朋(3)   5m20/+3.8

鹿児島・鹿児島南高

永里　晶(1)   5m11/+2.4

鹿児島・甲南高

女子

砲丸投

(2.721kg)

3/12 松元　美春(3)  14m08

鹿児島・大川内中

早川　美海(1)  11m07

鹿児島・東谷山中

上村　さくら(3)   9m29

鹿児島・吉野中

諏訪　愛仁(J3)   9m28

鹿児島・長島陸上

中窪　心咲(2)   9m12

鹿児島・伊集院中

鵜木　逢未(2)   8m78

鹿児島・吉野中

松山　実乎都(2)   8m06

鹿児島・西紫原中

山元　望生(2)   7m82

鹿児島・西紫原中

女子中
学

砲丸投

(4.000kg)

3/12 三反田　果穂(2)  10m77

鹿児島・鹿児島南高

久保　夏海(1)   9m81

鹿児島・鹿児島高

野﨑　葵(1)   8m74

鹿児島・加治木工高

床次　春花(1)   7m95

鹿児島・武岡台高

中山　純菜(2)   7m52

鹿児島・鹿屋高

やり投

(0.600kg)

3/12 西迫　蘭(2)  40m51

鹿児島・鹿児島南高

渡　美々香(1)  38m26

鹿児島・鹿児島南高

山下　愛心(1)  38m19

鹿児島・鹿児島高

稲付　日和(2)  34m16

鹿児島・鹿児島高

内田　瑚乃夏(1)  33m84

鹿児島・鹿児島南高

小川　天(1)  31m06

鹿児島・川内商工高

北山　そよか(2)  30m38

鹿児島・国分中央高

平良　梨夏(1)  24m41

鹿児島・垂水高

女子


