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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 10/3 坪井　誠(3) 11.93/+5.3

熊本聾学校・熊本

村上　凌(3) 12.43/+5.3

熊本聾学校・熊本

有隅　友規(3) 12.50/+5.3

小倉聴覚特支・福岡

天辰　隆佑(2) 12.66/+5.3

鹿児島聾学校・鹿児島

坂本　晃(2) 12.72/+5.3

佐賀県立ろう学校・佐賀

古賀　郁哉(3) 12.83/+5.3

佐賀県立ろう学校・佐賀

冨成　月斗(2) 12.95/+5.3

小倉聴覚特支・福岡

川井田　翼(3) 13.10/+5.3

鹿児島聾学校・鹿児島

２００ｍ 10/3 坪井　誠(3) 25.04/+3.7

熊本聾学校・熊本

井口　大成(2) 26.12/+3.8

福岡聴覚特支・福岡

天辰　隆佑(2) 26.78/+3.8

鹿児島聾学校・鹿児島

川元　涼太(2) 27.70/+3.8

都城さくら聴覚支援・宮崎

前田　裕哉(3) 27.81/+3.7

長崎県立ろう学校・長崎

葭岡　達哉(3) 29.44/+3.7

久留米聴覚特支・福岡

古園　祐介(3) 29.45/+3.8

小倉聴覚特支・福岡

竹下　勇希(1) 29.91/+3.7

久留米聴覚特支・福岡

８００ｍ 10/3 溝川　敦也(3)  2:18.00

都城さくら聴覚支援・宮崎

川越　勇人(3)  2:25.85

福岡聴覚特支・福岡

大西　統真(3)  2:30.54

鹿児島聾学校・鹿児島

北村　亀太(3)  2:30.94

福岡聴覚特支・福岡

小能　龍心(3)  2:32.87

都城さくら聴覚支援・宮崎

川井田　翼(3)  2:34.75

鹿児島聾学校・鹿児島

中村　健人(3)  2:38.69

鹿児島聾学校・鹿児島

三栗野　汰玖巳(2)  2:51.44

久留米聴覚特支・福岡

走幅跳 10/3 村上　凌(3)   5m23/+3.2

熊本聾学校・熊本

古賀　郁哉(3)   5m20/+2.5

佐賀県立ろう学校・佐賀

坂本　晃(2)   4m65/+1.9

佐賀県立ろう学校・佐賀

杉元　千可志(3)   4m53/+3.3

都城さくら聴覚支援・宮崎

有隅　友規(3)   4m48/+3.4

小倉聴覚特支・福岡

持丸　裕也(3)   4m33/+1.7

大分県立聾学校・大分

大西　統真(3)   4m31/+3.3

鹿児島聾学校・鹿児島

黒木　貴哉(2)   4m26/+4.1

延岡しろやま支援・宮崎

走高跳 10/3 持丸　裕也(3) 1m40

大分県立聾学校・大分

砲丸投

(4.000Kg)

10/3 古江　翔(3)   9m14

小倉聴覚特支・福岡

古園　祐介(3)   9m02

小倉聴覚特支・福岡

山口　翔(3)   8m83

熊本聾学校・熊本

服部　悠紀(3)   7m18

久留米聴覚特支・福岡

小能　龍心(3)   7m04

都城さくら聴覚支援・宮崎

春山　凜太郎(2)   7m01

小倉聴覚特支・福岡

三栗野　汰玖巳(2)   5m44

久留米聴覚特支・福岡

金田　光生(1)   5m21

都城さくら聴覚支援・宮崎

男子中
学Ａ

６０ｍ 10/3 島内　一輝(3) 10.37/+5.8

鹿児島聾学校・鹿児島

田場　一郎(1) 11.55/+5.8

沖縄ろう学校・沖縄

伊佐　真(1) 17.20/+5.8

沖縄ろう学校・沖縄

立ち幅跳び 10/3 島内　一輝(3)   1m80

鹿児島聾学校・鹿児島

伊佐　真(1)   1m01

沖縄ろう学校・沖縄

中野　真伸(3)   0m69

小倉聴覚特支・福岡

ハンドボール投げ 10/3 田場　一郎(1)  11m50

沖縄ろう学校・沖縄

男子中
学Ｂ

１００ｍ 10/3 上田　晴喜(2) 14.40/+4.2

鹿児島聾学校・鹿児島

荒牧　海斗　(1) 15.09/+2.0

直方聾学校・福岡

牛原　太陽(1) 15.20/+2.0

鹿児島聾学校・鹿児島

當間　瑞生(1) 15.63/+2.0

沖縄ろう学校・沖縄

山下　真人(2) 15.65/+4.2

鹿児島聾学校・鹿児島

新開　利樹(1) 16.17/+2.0

久留米聴覚特支・福岡

鹿田　壮汰(1) 16.92/+4.2

久留米聴覚特支・福岡

渡邊　龍輝(2) 17.03/+3.0

鹿児島聾学校・鹿児島

立ち幅跳び 10/3 牛原　太陽(1)   2m20

鹿児島聾学校・鹿児島

荒牧　海斗　(1)   1m85

直方聾学校・福岡

山下　真人(2)   1m80

鹿児島聾学校・鹿児島

渡邊　龍輝(2)   1m75

鹿児島聾学校・鹿児島

梶原　竜介(1)   1m70

直方聾学校・福岡

吉岡　龍星(2)   1m43

小倉聴覚特支・福岡

平田　夏樹(3)   1m28

直方聾学校・福岡

平田　翼(3)   1m06

直方聾学校・福岡

ハンドボール投げ 10/3 上田　晴喜(2)  26m60

鹿児島聾学校・鹿児島

笠間　大河(2)  22m49

久留米聴覚特支・福岡

新開　利樹(1)  20m02

久留米聴覚特支・福岡

堀江　康彦(1)  17m71

都城さくら聴覚支援・宮崎

鹿田　壮汰(1)  13m45

久留米聴覚特支・福岡

當間　瑞生(1)  13m41

沖縄ろう学校・沖縄

見初　涼弥(3)  11m94

大分県立聾学校・大分

三瀬　暉央(1)  10m38

佐賀県立ろう学校・佐賀

男子中
学Ｃ

４×１００ｍＲ 10/3 熊本聾学校 53.56

NGR中村　美南海(2)

藏本　麻里華(3)

村上　凌(3)

坪井　誠(3)

福岡聴覚特支 55.41

波多江　萌華(3)

谷川　麗奈(3)

井口　大成(2)

川越　勇人(3)

鹿児島聾学校 55.47

鳥越　あゆ(3)

胡广ヶ野　紗椰(2)

天辰　隆佑(2)

川井田　翼(3)

都城さくら聴覚支援 56.56

小川　美空(1)

中村　美月(1)

小能　龍心(3)

溝川　敦也(3)

長崎県立ろう学校 58.05

安冨　圭名子(3)

浅野　清霞(2)

前田　裕哉(3)

川添　竜也(2)

久留米聴覚特支 58.48

木林　歩美(2)

鷹尾　すみれ(2)

葭岡　達哉(3)

平川　隼也(3)

小倉聴覚特支  1:01.75

城内　望(3)

松﨑　千穂(2)

有隅　友規(3)

古園　祐介(3)

男女混
合中学
共通

１００ｍ 10/3 松尾　太雅(2) 11.68/+2.7

佐賀県立ろう学校・佐賀

右山　雄晴(3) 11.72/+2.7

熊本聾学校・熊本

白川　欽一(3) 11.83/+2.7

熊本聾学校・熊本

中村　亮太(3) 12.30/+2.7

長崎県立ろう学校・長崎

田﨑　竜土(3) 12.31/+2.7

都城さくら聴覚支援・宮崎

堀之内　一樹(2) 12.48/+2.7

鹿児島聾学校・鹿児島

吉川　直輝(2) 12.63/+2.7

大分県立聾学校・大分

園田　孝生(2) 12.72/+2.7

都城さくら聴覚支援・宮崎

２００ｍ 10/3 右山　雄晴(3) 23.64/+3.6

熊本聾学校・熊本

白川　欽一(3) 24.15/+3.6

熊本聾学校・熊本

武松　進彌(2) 25.51/+3.6

福岡高等聴覚特支・福岡

堀之内　一樹(2) 25.71/+4.3

鹿児島聾学校・鹿児島

河野　大吾(2) 26.31/+3.6

都城さくら聴覚支援・宮崎

吉川　直輝(2) 26.37/+3.6

大分県立聾学校・大分

三重野　翔太(2) 27.40/+4.3

佐賀県立ろう学校・佐賀

吉浦　守(2) 28.08/+4.3

長崎県立ろう学校・長崎

４００ｍ 10/3 中村　亮太(3) 57.73

長崎県立ろう学校・長崎

小吉　泰生(3) 58.58

鹿児島聾学校・鹿児島

山口　拓夢(2) 61.05

佐賀県立ろう学校・佐賀

田中　康平(3) 62.11

熊本聾学校・熊本

宇戸　健登(1) 62.12

長崎県立ろう学校・長崎

姫野　悌一(1) 64.91

大分県立聾学校・大分

１５００ｍ 10/3 赤川　亮輔(1)  4:49.56

長崎県立ろう学校・長崎

古城　龍志(2)  4:52.33

熊本聾学校・熊本

立石　勇人(3)  4:59.12

長崎県立ろう学校・長崎

井手　慎太郎(1)  5:07.87

長崎県立ろう学校・長崎

森　翔太(1)  5:28.78

佐賀県立ろう学校・佐賀

北野　幹尭(3)  5:36.25

佐賀県立ろう学校・佐賀

長澤　幸之助(2)  5:42.71

福岡高等聴覚特支・福岡

走高跳 10/3 松尾　太雅(2) 1m60

佐賀県立ろう学校・佐賀

小吉　泰生(3) 1m55

鹿児島聾学校・鹿児島

北野　幹尭(3) 1m40

佐賀県立ろう学校・佐賀

走幅跳 10/3 田﨑　竜土(3)   5m94/+1.3

都城さくら聴覚支援・宮崎

武松　進彌(2)   5m43/+4.8

福岡高等聴覚特支・福岡

園田　孝生(2)   5m32/+6.1

都城さくら聴覚支援・宮崎

森　翔太(1)   4m91/+4.9

佐賀県立ろう学校・佐賀

三重野　翔太(2)   4m67/+2.9

佐賀県立ろう学校・佐賀

寺田　和希(3)   4m46/+5.5

佐賀県立ろう学校・佐賀

砲丸投

(4.000Kg)

10/3 河野　大吾(2)  13m53

都城さくら聴覚支援・宮崎

山田　湧介(1)   9m27

鹿児島聾学校・鹿児島

木林　秋羅(2)   8m94

福岡高等聴覚特支・福岡

仲谷　浩輔(3)   8m76

佐賀県立ろう学校・佐賀

西里　翔太(1)   7m98

沖縄ろう学校・沖縄

吉岡　快太(2)   7m85

大分県立聾学校・大分

竹山　大貴(1)   5m49

長崎県立ろう学校・長崎

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 10/3 落合　開生(3)  30m08

熊本聾学校・熊本

木林　秋羅(2)  22m82

福岡高等聴覚特支・福岡

仲谷　浩輔(3)  17m75

佐賀県立ろう学校・佐賀

山田　湧介(1)  17m55

鹿児島聾学校・鹿児島

森下　真行(2)  15m72

福岡高等聴覚特支・福岡

男子高
校Ａ

６０ｍ 10/3 森山　幹太(1)  9.56/+5.3

鹿児島聾学校・鹿児島

大曲　大希(1)  9.62/+5.3

佐賀県立ろう学校・佐賀

中村　隆太郎(3)  9.64/+5.3

都城さくら聴覚支援・宮崎

福山　拓哉(2)  9.74/+5.3

鹿児島聾学校・鹿児島

大濱　静弥(3) 11.93/+5.3

沖縄ろう学校・沖縄

久保　智寛(2) 40.24/+5.3

佐賀県立ろう学校・佐賀

立ち幅跳び 10/3 中村　隆太郎(3)   2m02

都城さくら聴覚支援・宮崎

大曲　大希(1)   2m01

佐賀県立ろう学校・佐賀

福山　拓哉(2)   1m75

鹿児島聾学校・鹿児島

森山　幹太(1)   1m75

鹿児島聾学校・鹿児島

大濱　静弥(3)   1m36

沖縄ろう学校・沖縄

ハンドボール投げ 10/3 久保　智寛(2)   3m07

佐賀県立ろう学校・佐賀

男子高
校Ｂ

１００ｍ 10/3 小川　楓哉(2) 13.26/+4.7

都城さくら聴覚支援・宮崎

黒木　魁斗(1) 13.31/+4.7

都城さくら聴覚支援・宮崎

西原　良平(2) 19.22/+4.7

沖縄ろう学校・沖縄

立ち幅跳び 10/3 小川　楓哉(2)   2m27

都城さくら聴覚支援・宮崎

西原　良平(2)   1m35

沖縄ろう学校・沖縄

ハンドボール投げ 10/3 黒木　魁斗(1)  25m75

都城さくら聴覚支援・宮崎

男子高
校Ｃ

４×１００ｍＲ 10/3 都城さくら聴覚支援 48.99

園田　孝生(2)

小川　楓哉(2)

河野　大吾(2)

田﨑　竜土(3)

長崎県立ろう学校 50.36

宇戸　健登(1)

中村　亮太(3)

立石　勇人(3)

赤川　亮輔(1)

佐賀県立ろう学校 50.69

森　翔太(1)

山口　拓夢(2)

寺田　和希(3)

松尾　太雅(2)

福岡高等聴覚特支 51.03

長澤　幸之助(2)

森下　真行(2)

木林　秋羅(2)

武松　進彌(2)

大分県立聾学校 52.09

吉岡　快太(2)

吉川　直輝(2)

姫野　悌一(1)

持丸　裕也(3)

鹿児島聾学校 52.38

小吉　泰生(3)

堀之内　一樹(2)

大西　統真(3)

山田　湧介(1)

沖縄ろう学校 55.10

西里　翔太(1)

小谷　一生(2)

大濱　稜凱(2)

當間　龍次(3)

男子高
校共通

凡例（NGR: 大会新記録）
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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 10/3 藏本　麻里華(3) 13.88/+5.2

熊本聾学校・熊本

鳥越　あゆ(3) 14.47/+5.2

鹿児島聾学校・鹿児島

谷川　麗奈(3) 14.64/+5.2

福岡聴覚特支・福岡

川添　茜(2) 14.67/+5.2

鹿児島聾学校・鹿児島

胡广ヶ野　紗椰(2) 14.74/+5.2

鹿児島聾学校・鹿児島

浅野　清霞(2) 14.92/+5.2

長崎県立ろう学校・長崎

小川　美空(1) 14.95/+5.2

都城さくら聴覚支援・宮崎

西濱　千明(3) 15.30/+5.2

沖縄ろう学校・沖縄

２００ｍ 10/3 藏本　麻里華(3) 29.83/+2.7

熊本聾学校・熊本

浅野　清霞(2) 31.42/+2.7

長崎県立ろう学校・長崎

鷹尾　すみれ(2) 31.63/+2.7

久留米聴覚特支・福岡

安冨　圭名子(3) 33.23/+2.7

長崎県立ろう学校・長崎

野々垣　絵美里(3) 36.43/+2.7

都城さくら聴覚支援・宮崎

８００ｍ 10/3 胡广ヶ野　紗椰(2)  2:58.37

鹿児島聾学校・鹿児島

矢ヶ部　紋可(1)  3:06.94

久留米聴覚特支・福岡

波多江　萌華(3)  3:08.90

福岡聴覚特支・福岡

伊波　優奈(3)  3:36.11

沖縄ろう学校・沖縄

走幅跳 10/3 川添　茜(2)   3m82/+2.5

鹿児島聾学校・鹿児島

矢ヶ部　紋可(1)   3m56/+1.9

久留米聴覚特支・福岡

西濱　千明(3)   3m54/+3.7

沖縄ろう学校・沖縄

西田　望美(2)   3m35/+2.7

久留米聴覚特支・福岡

木林　歩美(2)   3m09/+2.2

久留米聴覚特支・福岡

鳥越　あゆ(3)   3m07/+3.1

鹿児島聾学校・鹿児島

伊波　優奈(3)   3m06/+4.6

沖縄ろう学校・沖縄

金城　花鈴(3)   2m96/+3.8

沖縄ろう学校・沖縄

砲丸投

(2.721Kg)

10/3 鷹尾　すみれ(2)   8m55

久留米聴覚特支・福岡

松﨑　千穂(2)   6m37

小倉聴覚特支・福岡

橋本　栞那(2)   5m97

久留米聴覚特支・福岡

松﨑　未来(2)   5m34

小倉聴覚特支・福岡

女子中
学Ａ

６０ｍ 10/3 中野　愛梨(1) 10.97/+2.6

鹿児島聾学校・鹿児島

宜保　良乃(2) 11.87/+2.6

沖縄ろう学校・沖縄

川尻　瑞穂(1) 13.23/+2.6

都城さくら聴覚支援・宮崎

松田　葵(2) 13.76/+2.6

沖縄ろう学校・沖縄

有元　春紀(3) 13.79/+2.6

鹿児島聾学校・鹿児島

竹嶋　おんぷ(2) 15.64/+2.6

久留米聴覚特支・福岡

立ち幅跳び 10/3 中野　愛梨(1)   1m36

鹿児島聾学校・鹿児島

川尻　瑞穂(1)   1m35

都城さくら聴覚支援・宮崎

宜保　良乃(2)   1m29

沖縄ろう学校・沖縄

有元　春紀(3)   1m10

鹿児島聾学校・鹿児島

ハンドボール投げ 10/3 松田　葵(2)  12m18

沖縄ろう学校・沖縄

竹嶋　おんぷ(2)   8m08

久留米聴覚特支・福岡

女子中
学Ｂ

１００ｍ 10/3 深川　瑠花(2) 15.88/+8.0

熊本聾学校・熊本

池田　怜奈(1) 16.11/+8.0

佐賀県立ろう学校・佐賀

池宮　花(1) 17.32/+4.6

沖縄ろう学校・沖縄

徳留　美海(2) 18.17/+8.0

都城さくら聴覚支援・宮崎

谷口　麗(1) 18.18/+4.6

鹿児島聾学校・鹿児島

權藤　菜々穂(3) 18.24/+8.0

久留米聴覚特支・福岡

村上　まどか(1) 18.33/+4.6

久留米聴覚特支・福岡

安藤　楓(3) 19.54/+8.0

直方聾学校・福岡

立ち幅跳び 10/3 池田　怜奈(1)   1m73

佐賀県立ろう学校・佐賀

深川　瑠花(2)   1m66

熊本聾学校・熊本

谷口　麗(1)   1m56

鹿児島聾学校・鹿児島

權藤　菜々穂(3)   1m55

久留米聴覚特支・福岡

徳留　美海(2)   1m49

都城さくら聴覚支援・宮崎

安藤　楓(3)   1m45

直方聾学校・福岡

楠元　真衣子(2)   1m36

直方聾学校・福岡

有吉　晴菜(1)   0m86

直方聾学校・福岡

ハンドボール投げ 10/3 入部　玲加(1)  16m87

久留米聴覚特支・福岡

池宮　花(1)  13m18

沖縄ろう学校・沖縄

村上　まどか(1)   9m32

久留米聴覚特支・福岡

女子中
学Ｃ

１００ｍ 10/3 中村　美智(3) 14.37/+5.1

長崎県立ろう学校・長崎

上村　玲加(2) 14.51/+5.1

熊本聾学校・熊本

城間　花蓮(3) 15.02/+5.1

沖縄ろう学校・沖縄

石井　菜摘(1) 15.17/+5.1

福岡高等聴覚特支・福岡

黒木　莉帆(2) 15.25/+5.1

都城さくら聴覚支援・宮崎

岩村　優美(1) 15.26/+5.1

佐賀県立ろう学校・佐賀

安永　悦子(2) 15.65/+5.1

福岡高等聴覚特支・福岡

喜瀬　里帆(2) 15.94/+5.1

沖縄ろう学校・沖縄

２００ｍ 10/3 山本　華(1) 30.98/+2.7

熊本聾学校・熊本

元山　瑞生(1) 30.99/+2.7

長崎県立ろう学校・長崎

上村　玲加(2) 31.06/+2.7

熊本聾学校・熊本

岩村　優美(1) 33.03/+2.7

佐賀県立ろう学校・佐賀

喜瀬　里帆(2) 33.75/+2.7

沖縄ろう学校・沖縄

松﨑　七海(3) 34.33/+2.7

福岡高等聴覚特支・福岡

中山　明日香(3) 34.79/+2.7

熊本聾学校・熊本

平田　優香(1) 35.91/+2.7

沖縄ろう学校・沖縄

８００ｍ 10/3 山本　華(1)  2:58.38

熊本聾学校・熊本

松﨑　七海(3)  3:12.03

福岡高等聴覚特支・福岡

瀬底　美咲(2)  3:25.38

沖縄ろう学校・沖縄

松屋　愛美(3)  3:30.17

長崎県立ろう学校・長崎

走高跳 10/3 黒木　莉帆(2) 1m05

都城さくら聴覚支援・宮崎

走幅跳 10/3 藤原　夢真(3)   3m90/+2.5

福岡高等聴覚特支・福岡

石井　菜摘(1)   3m78/+2.0

福岡高等聴覚特支・福岡

元山　瑞生(1)   3m77/+3.5

長崎県立ろう学校・長崎

森　真由美(3)   3m70/+4.1

佐賀県立ろう学校・佐賀

山内　杏華(1)   3m29/+1.2

佐賀県立ろう学校・佐賀

松川　あやね(1)   2m99/+3.6

沖縄ろう学校・沖縄

砲丸投

(2.721Kg)

10/3 岡村　千穂(3)   9m92

熊本聾学校・熊本

村上　愛美(3)   8m78

長崎県立ろう学校・長崎

小城　彩香(3)   8m06

都城さくら聴覚支援・宮崎

野道　京香(1)   7m65

長崎県立ろう学校・長崎

安永　悦子(2)   7m47

福岡高等聴覚特支・福岡

木浦　輝(1)   7m13

都城さくら聴覚支援・宮崎

瀬底　美咲(2)   6m98

沖縄ろう学校・沖縄

伊藤　江梨花(3)   6m79

佐賀県立ろう学校・佐賀

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 10/3 中村　美智(3)  25m25

長崎県立ろう学校・長崎

中武　恵李奈(3)  24m10

都城さくら聴覚支援・宮崎

小城　彩香(3)  23m96

都城さくら聴覚支援・宮崎

村上　愛美(3)  23m94

長崎県立ろう学校・長崎

岡村　千穂(3)  22m67

熊本聾学校・熊本

木浦　輝(1)  21m36

都城さくら聴覚支援・宮崎

松川　あやね(1)  21m14

沖縄ろう学校・沖縄

柳　  千春(1)  21m07

福岡高等聴覚特支・福岡

女子高
校Ａ

６０ｍ 10/3 松永　あかり(3) 11.64/+7.3

鹿児島聾学校・鹿児島

安室　朱莉(1) 12.07/+7.3

沖縄ろう学校・沖縄

菊永　愛可梨(3) 12.19/+7.3

鹿児島聾学校・鹿児島

平田　唯花(1) 14.58/+7.3

沖縄ろう学校・沖縄

立ち幅跳び 10/3 松永　あかり(3)   1m70

鹿児島聾学校・鹿児島

菊永　愛可梨(3)   1m31

鹿児島聾学校・鹿児島

安室　朱莉(1)   1m25

沖縄ろう学校・沖縄

平田　唯花(1)   0m84

沖縄ろう学校・沖縄

女子高
校Ｂ

１００ｍ 10/3 三尾　夏希(2) 15.49/+2.8

都城さくら聴覚支援・宮崎

五嶋　里沙(2) 16.03/+4.8

大分県立聾学校・大分

近藤　玖美(1) 17.34/+2.8

都城さくら聴覚支援・宮崎

清田　幸那(1) 17.41/+2.8

熊本聾学校・熊本

東丸　円香(3) 17.76/+4.8

都城さくら聴覚支援・宮崎

山口　莉奈(2) 17.94/+4.8

佐賀県立ろう学校・佐賀

坂田　瀬菜(3) 18.85/+2.8

佐賀県立ろう学校・佐賀

佐渡山　美空海(1) 20.68/+4.8

沖縄ろう学校・沖縄

立ち幅跳び 10/3 三尾　夏希(2)   1m79

都城さくら聴覚支援・宮崎

清田　幸那(1)   1m68

熊本聾学校・熊本

山口　莉奈(2)   1m66

佐賀県立ろう学校・佐賀

佐渡山　美空海(1)   1m23

沖縄ろう学校・沖縄

ハンドボール投げ 10/3 坂田　瀬菜(3)  18m41

佐賀県立ろう学校・佐賀

東丸　円香(3)  16m75

都城さくら聴覚支援・宮崎

近藤　玖美(1)  11m56

都城さくら聴覚支援・宮崎

女子高
校Ｃ

４×１００ｍＲ 10/3 長崎県立ろう学校 58.64

元山　瑞生(1)

中村　美智(3)

野道　京香(1)

村上　愛美(3)

熊本聾学校 59.64

中山　明日香(3)

山本　華(1)

岡村　千穂(3)

上村　玲加(2)

都城さくら聴覚支援  1:00.04

三尾　夏希(2)

黒木　莉帆(2)

木浦　輝(1)

中武　恵李奈(3)

福岡高等聴覚特支  1:00.90

安永　悦子(2)

藤原　夢真(3)

柳　  千春(1)

石井　菜摘(1)

沖縄ろう学校  1:05.44

松川　あやね(1)

城間　花蓮(3)

瀬底　美咲(2)

喜瀬　里帆(2)

佐賀県立ろう学校  1:05.76

岩村　優美(1)

山内　杏華(1)

伊藤　江梨花(3)

森　真由美(3)

女子高
校共通


