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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
５０ｍ 11/3 秋吉　瑛心(1)  8.95/-0.2

鹿児島・中名小

原添　隼人(1)  9.11/-0.2

鹿児島・高山ｼﾞｭﾆｱ

髙田　隼翔(1)  9.18/-0.2

鹿児島・建昌小

平藪　陽翔(1)  9.30/-0.2

鹿児島・折多陸上ｸﾗﾌﾞ

松田　潤(1)  9.35/-0.2

鹿児島・SCC

岩木　秀士朗(1)  9.40/-0.2

鹿児島・SCC

前　大翔(1)  9.42/-0.2

鹿児島・No1ﾋｵｷ

甲斐　雄咲(1)  9.55/-0.2

鹿児島・坊津陸上ｸﾗﾌﾞ

男子1
年

５０ｍ 11/3 書川　力丸(2)  8.38/-1.3

鹿児島・ｳｲﾝｸﾞAC

川畑　航晟(2)  8.42/-1.3

鹿児島・津村陸上ｸﾗﾌﾞ

馬地　想大(2)  8.52/-1.3

鹿児島・隼人ｼﾞｭﾆｱ

向原　旺志(2)  8.57/-1.3

鹿児島・ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ疾風

中島　空葵(2)  8.68/-1.3

鹿児島・ｳｲﾝｸﾞAC

平田　碧(2)  8.75/-1.3

鹿児島・春山陸上

西岡　鴻之介(2)  8.77/-1.3

鹿児島・清水陸上

平　孝晋(2)  8.79/-1.3

鹿児島・SCC

男子2
年

１００ｍ 11/3 中村　陽翔(3) 14.54/+0.4

鹿児島・原良小

原田　吏優(3) 15.19/+0.4

鹿児島・ﾁｪｽﾄ伊集院

内田　創琉(3) 15.96/+0.4

鹿児島・えのｱｽﾘｰﾄ

藤崎　彗(3) 16.16/+0.4

鹿児島・SCC

藤野　聖大(3) 16.18/+0.4

鹿児島・SCC

勝田　翔太(3) 16.19/+0.4

鹿児島・太陽SC忍者

若松　旺駕(3) 16.23/+0.4

鹿児島・春山陸上

別府　蒼介(3) 16.34/+0.4

鹿児島・粟ｹ窪Jr陸上

男子3
年

１００ｍ 11/3 又野　颯真(4) 14.37/-0.0

鹿児島・高山ｼﾞｭﾆｱ

秋吉　雄心(4) 14.88/-0.0

鹿児島・喜入陸上無限

田中　颯泰(4) 14.91/-0.0

鹿児島・ISC

新原　蹴斗(4) 15.04/-0.0

鹿児島・えのｱｽﾘｰﾄ

有田　蓮介(4) 15.08/-0.0

鹿児島・えのｱｽﾘｰﾄ

山下　一護(4) 15.20/-0.0

鹿児島・世界一ﾗﾝﾅｰ

大野　耕太郎(4) 15.20/-0.0

鹿児島・鹿児島Jr陸上

元山　源太(4) 15.51/-0.0

鹿児島・羽島陸上

男子4
年

１００ｍ 11/3 細山　遥斗(5) 13.86/+1.2

鹿児島・鹿大附属小

迫田　大輝(5) 13.93/+1.2

鹿児島・SCC

西手　望倫(5) 14.00/+1.2

鹿児島・ｳｲﾝｸﾞAC

松山　凌士(5) 14.02/+1.2

鹿児島・No1ﾋｵｷ

瀬戸上　琉真(5) 14.31/+1.2

鹿児島・MSC

有嶋　龍心(5) 14.38/+1.2

鹿児島・高山ｼﾞｭﾆｱ

小倉　想司(5) 14.43/+1.2

鹿児島・ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ疾風

松元　晴(5) 14.56/+1.2

鹿児島・阿久根陸上

男子5
年

１００ｍ 11/3 河野　陽夢向(6) 12.49/+2.8

鹿児島・ISC

片平　将太(6) 13.04/+2.8

鹿児島・桜丘SKC

中村　考晴(6) 13.27/+2.8

鹿児島・高山ｼﾞｭﾆｱ

本目　漣玖(6) 13.40/+2.8

鹿児島・財部ｸﾗﾌﾞ

西川　琉嘉(6) 13.47/+2.8

鹿児島・春山陸上

村山　流我(6) 13.61/+2.8

鹿児島・粟ｹ窪Jr陸上

宇都　愛翔(6) 13.65/+2.8

鹿児島・ﾁｪｽﾄ伊集院

重留　優士(6) 13.65/+2.8

鹿児島・ﾁｪｽﾄ伊集院

男子6
年

走幅跳 11/3 粟ケ窪　駿斗(4)   3m74/-0.5

鹿児島・粟ｹ窪Jr陸上

湯面　龍聖(4)   3m70/+1.8

鹿児島・南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ

東　龍駕(4)   3m70/-0.7

鹿児島・川辺陸上

髙田　一翔(4)   3m66/-0.7

鹿児島・建昌小

諏訪　蓮士朗(4)   3m58/-0.1

鹿児島・ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ疾風

渕別府　虎(4)   3m54/-0.5

鹿児島・粟ｹ窪Jr陸上

谷口　芯(4)   3m45/+0.3

鹿児島・鴨池小

赤木　景祐(4)   3m28/+0.5

鹿児島・ﾁｪｽﾄ伊集院

男子4
年

走幅跳 11/3 田之上　仁(5)   4m58/+1.9

鹿児島・粟ｹ窪Jr陸上

橋口　太賀(5)   4m05/+0.7

鹿児島・高山ｼﾞｭﾆｱ

山畑　奏太(5)   3m67/+1.9

鹿児島・SCC

中原　颯大(5)   3m67/+2.6

鹿児島・南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ

若松　佑來(5)   3m55/+1.3

鹿児島・南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ

佃　駿翔(5)   3m51/+2.7

鹿児島・粟ｹ窪Jr陸上

高崎　一慶(5)   3m48/+2.0

鹿児島・SCC

福崎　斗麻(5)   3m45/+1.7

鹿児島・栗野陸上

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 11/3 松山　結心(5)  38m86

鹿児島・ﾁｪｽﾄ伊集院

竹ノ内　皇星(5)  36m39

鹿児島・SCC

西　篤望(5)  35m13

鹿児島・南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ

児玉　一心(5)  33m69

鹿児島・折多陸上ｸﾗﾌﾞ

小野　悠人(5)  31m60

鹿児島・南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ

今西　健介(5)  28m50

鹿児島・HSC

大町　悠月(5)  25m76

鹿児島・太陽SC忍者

中村　聡佑(5)  22m38

鹿児島・清水陸上

男子5
年

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 11/3 冨吉　陸斗(6)  47m77

鹿児島・阿久根陸上

阿多　宗敬(6)  43m93

鹿児島・ﾁｪｽﾄ伊集院

上口　竜空(6)  42m82

鹿児島・日吉SC

牧内　叶歩(6)  37m57

鹿児島・阿久根陸上

南新　朔真(6)  35m66

鹿児島・川内SC01

平田　颯希(6)  35m02

鹿児島・春山陸上

福永　竜基(6)  34m85

鹿児島・高尾野陸上

久木原　光桜(6)  34m55

鹿児島・SCC

走幅跳 11/3 下西　優摩(6)   4m71/+0.4

鹿児島・南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ

折田　一篤(6)   4m64/+1.9

鹿児島・川辺陸上

後藤　泰河(6)   4m53/+0.0

鹿児島・ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ疾風

田中　煌峨(6)   4m38/-0.7

鹿児島・東谷山陸上

伊田　裕輝(6)   4m37/-0.4

鹿児島・桜丘SKC

山下　昊大(6)   4m32/+0.5

鹿児島・吉野東陸上

髙田　大翔(6)   4m16/-0.1

鹿児島・建昌小

清水　幸夢(6)   4m09/+1.3

鹿児島・南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ

男子6
年

走高跳 11/3 小濱　耕雅(6) 1m48

NGR鹿児島・南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ

赤木　煌弥(6) 1m30

鹿児島・南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ

中岡　小虎(6) 1m20

鹿児島・高尾野陸上

福吉　輝(6) 1m15

鹿児島・南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ

岡﨑　大河(5) 1m15

鹿児島・出水市陸上

福永　喜大(5) 1m15

鹿児島・SCC

野田　倭叶(5) 1m05

鹿児島・阿久根陸上

男子5
・6年
共通

４×１００ｍ 11/3 ﾁｪｽﾄ伊集院A 53.23

益山　義弘(6)

宇都　愛翔(6)

原田　明斗(6)

重留　優士(6)

No1ﾋｵｷ 55.66

松山　凌士(5)

大北　真也(6)

前　翔渉(5)

徳重　遼(6)

南さつまｺﾐｭﾆﾃｨA 55.79

下西　優摩(6)

清水　幸夢(6)

内野　礼琉(6)

小濱　耕雅(6)

国分Jr陸上A 56.05

西田　蓮(6)

田之脇　勇佑(6)

橋口　心音(5)

弓指　浩平(6)

吉野東陸上A 56.18

大漉　諒人(6)

山下　昊大(6)

大崎　琉斗(6)

中森　楽稀(6)

春山陸上A 56.32

石神　陽向(6)

西川　琉嘉(6)

重留　徠大(6)

田島　廉(5)

SCC A 56.57

柳井田　晟(6)

迫田　大輝(5)

山口　悟右(6)

村上　玄岳(6)

ISC 56.75

河野　陽夢向(6)

原口　陽登(6)

田中　颯泰(4)

安田　郁翔(6)

男子4
・5・6
年共通

５０ｍ 11/3 林　星空(1)  9.07/+0.1

鹿児島・折多陸上ｸﾗﾌﾞ

中之間　ひまり(1)  9.23/+0.1

鹿児島・花野小

井料　絢野(1)  9.32/+0.1

鹿児島・ﾁｪｽﾄ伊集院

大工園　玲那(1)  9.35/+0.1

鹿児島・枕崎陸上

枦　優菜(1)  9.39/-1.1

鹿児島・折多陸上ｸﾗﾌﾞ

加塩　絢菜(1)  9.57/-1.1

鹿児島・そお陸上

亀澤　京羽(1)  9.60/+0.1

鹿児島・世界一ﾗﾝﾅｰ

岸良　一咲(1)  9.60/-1.1

鹿児島・No1ｲｽﾞﾐ

女子1
年

５０ｍ 11/3 上山　心遥(2)  8.28/+1.9

NGR鹿児島・高山ｼﾞｭﾆｱ

八重倉　杏華(2)  8.34/+1.9

NGR鹿児島・SCC

倉野　瑞希(2)  8.36/+1.9

NGR鹿児島・えのｱｽﾘｰﾄ

山下　結衣(2)  8.79/+1.9

鹿児島・ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ疾風

湯川　実葉菜(2)  8.84/+1.9

鹿児島・通山陸上

福島　実咲(2)  8.84/+1.9

鹿児島・No1ｲｽﾞﾐ

宮野　優渚(2)  8.93/+1.9

鹿児島・高尾野陸上

尾上　媛香(2)  9.13/+1.9

鹿児島・坊津陸上ｸﾗﾌﾞ

女子2
年

１００ｍ 11/3 石澤　杏理(3) 15.50/+0.1

鹿児島・米ﾉ津東陸上

山田　凜(3) 15.68/+0.1

鹿児島・ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ疾風

窪　優月(3) 16.04/+0.1

鹿児島・ﾌﾞﾙｰｲﾝﾃﾞｨｺﾞ

下園　柚(3) 16.08/+0.1

鹿児島・高山ｼﾞｭﾆｱ

江野　琴羽(3) 16.35/+0.1

鹿児島・阿久根陸上

八重山　明音(3) 16.42/+0.1

鹿児島・Yﾌｧﾐﾘｰ

中野　彩音(3) 16.70/+0.1

鹿児島・SCC

有木　茉央(3) 17.08/+0.1

鹿児島・栗野陸上

女子3
年

１００ｍ 11/3 村田　愛衣紗(4) 14.86/+0.2

鹿児島・No1ﾋｵｷ

竹山　愛菜(4) 15.21/+0.2

鹿児島・No1ﾋｵｷ

楮山　未來(4) 15.23/+0.2

鹿児島・羽島陸上

中窪　麗ら(4) 15.64/+0.2

鹿児島・高山ｼﾞｭﾆｱ

永田　心春(4) 15.67/+0.2

鹿児島・No1ｲｽﾞﾐ

山口　香映(4) 15.69/+0.2

鹿児島・国分Jr陸上

小屋敷　実葵(4) 15.72/+0.2

鹿児島・ﾁｪｽﾄ伊集院

上村　莉音(4) 20.79/+0.2

鹿児島・国分Jr陸上

女子4
年

１００ｍ 11/3 福﨑　心遥(5) 14.04/+0.3

鹿児島・太陽SC忍者

堀内　杏樹(5) 14.20/+0.3

鹿児島・国分Jr陸上

宮野　真優(5) 14.53/+0.3

鹿児島・高尾野陸上

平野　楓花(5) 14.59/+0.3

鹿児島・えのｱｽﾘｰﾄ

山下　茉夏(5) 14.73/+0.3

鹿児島・ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ疾風

脇元　麻央(5) 14.79/+0.3

鹿児島・太陽SC忍者

中村　綾心(5) 14.94/+0.3

鹿児島・高山ｼﾞｭﾆｱ

吉峯　光莉(5) 14.96/+0.3

鹿児島・No1ﾋｵｷ

女子5
年

１００ｍ 11/3 清水　怜咲(6) 13.76/+1.2

鹿児島・MSC

髙城　桃那(6) 13.95/+1.2

鹿児島・太陽SC忍者

坂元　安寿(6) 14.04/+1.2

鹿児島・No1ﾋｵｷ

田原　日菜(6) 14.11/+1.2

鹿児島・津村陸上ｸﾗﾌﾞ

兒玉　乙彩(6) 14.22/+1.2

鹿児島・えのｱｽﾘｰﾄ

倉野　樹里(6) 14.30/+1.2

鹿児島・えのｱｽﾘｰﾄ

田中　沙優(6) 14.31/+1.2

鹿児島・ISC

前崎　優実(6) 14.50/+1.2

鹿児島・津村陸上ｸﾗﾌﾞ

女子6
年

走幅跳 11/3 野﨑　日菜乃(4)   3m63/-0.3

鹿児島・阿久根陸上

田中　千惺(4)   3m55/+0.6

鹿児島・東谷山陸上

徳丸　楓(4)   3m38/-0.9

鹿児島・桜丘SKC

坂口　愛希(4)   3m33/+1.8

鹿児島・MSC

西之原　千寿(4)   3m10/+1.8

鹿児島・さつまｼﾞｭﾆｱ

益山　絢音(4)   3m05/+1.6

鹿児島・高山ｼﾞｭﾆｱ

田代　璃美(4)   2m89/-1.1

鹿児島・ﾁｪｽﾄ伊集院

福永　蘭子(4)   2m77/+0.4

鹿児島・出水市陸上

女子4
年

走幅跳 11/3 古田　芽音(5)   3m89/+0.9

鹿児島・阿久根陸上

田之脇　里奈(5)   3m80/+3.1

鹿児島・粟ｹ窪Jr陸上

満永　莉里花(5)   3m79/+0.5

鹿児島・粟ｹ窪Jr陸上

現王園　九乃花(5)   3m71/+1.0

鹿児島・南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ

田端　珠羽(5)   3m69/+0.5

鹿児島・さつまｼﾞｭﾆｱ

竹野　まほろ(5)   3m63/+0.0

鹿児島・栗野陸上

田端　恋羽(5)   3m50/+0.7

鹿児島・さつまｼﾞｭﾆｱ

宇宿　真菜(5)   3m43/+1.5

鹿児島・出水市陸上

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 11/3 村田　彩絆(5)  34m92

鹿児島・生福陸上

山田　玲衣(5)  33m88

鹿児島・桜丘SKC

前迫　優杏(5)  29m54

鹿児島・川辺陸上

川窪　玲愛(5)  26m50

鹿児島・日吉SC

井尻　翔優(5)  24m09

鹿児島・日吉SC

内村　美月(5)  21m01

鹿児島・吉野東陸上

太鼓　愛來(5)  20m24

鹿児島・川辺陸上

羽根田　優香(5)  19m08

鹿児島・吉野東陸上

女子5
年

走幅跳 11/3 當房　智華(6)   4m59/+1.8

鹿児島・南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ

三宅　楓香(6)   4m35/+3.6

鹿児島・粟ｹ窪Jr陸上

吉村　稀菜(6)   4m22/+3.4

鹿児島・栗野陸上

日置　愛月(6)   3m98/+0.5

鹿児島・大口ｽｲﾑﾗﾝ

石田　麗來(6)   3m96/+1.8

鹿児島・粟ｹ窪Jr陸上

図師　来華(6)   3m89/+0.9

鹿児島・春山陸上

伊尻　百花(6)   3m83/+1.2

鹿児島・南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ

米澤　真凛(6)   3m82/+0.5

鹿児島・鹿児島Jr陸上

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 11/3 竹之内　愛(6)  32m73

鹿児島・大口ｽｲﾑﾗﾝ

濵平　爽寧(6)  32m63

鹿児島・生福陸上

堀切　ひなた(6)  29m60

鹿児島・折多陸上ｸﾗﾌﾞ

久場　美優(6)  29m19

鹿児島・太陽SC忍者

有上　心結(6)  29m18

鹿児島・南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ

坂下　海音(6)  28m93

鹿児島・米ﾉ津東陸上

東　優月(6)  28m74

鹿児島・HSC

寶船　凛々愛(6)  24m78

鹿児島・太陽SC忍者

女子6
年

走高跳 11/3 阿久根　詩(6) 1m20

鹿児島・南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ

遠山　千波(6) 1m15

鹿児島・南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ

加塩　倖菜(5) 鹿児島・そお陸上 1m15

田口　愛梨(5) 鹿児島・高尾野陸上

石上　梨々乃(6) 1m10

鹿児島・西目ｽﾎﾟ少

冨吉　莉帆(5) 1m05

鹿児島・阿久根陸上

瀧山　紗々(5) 1m00

鹿児島・川辺陸上

女子5
・6年
共通

４×１００ｍ 11/3 太陽SC忍者A 54.90

髙城　桃那(6)

福田　明沙(6)

貴島　香華(6)

福﨑　心遥(5)

国分Jr陸上A 56.05

廣原　琉衣(6)

田島　珠夢(6)

青山　朋華(6)

堀内　杏樹(5)

No1ﾋｵｷ 56.10

古里　朱夏(6)

坂元　安寿(6)

吉峯　光莉(5)

村田　愛衣紗(4)

南さつまｺﾐｭﾆﾃｨA 56.99

阿久根　詩(6)

福島　めい(6)

有上　心結(6)

當房　智華(6)

ISC 57.45

田中　沙優(6)

東　未胡(5)

亀山　奏依(6)

田之畑　望音(6)

津村陸上ｸﾗﾌﾞ 57.73

前崎　優実(6)

中村　葵(6)

竹山　花音(6)

田原　日菜(6)

えのｱｽﾘｰﾄ 57.79

兒玉　乙彩(6)

平野　楓花(5)

頴川　仁香(4)

倉野　樹里(6)

太陽SC忍者B 58.39

久場　美優(6)

脇元　麻央(5)

松原　舞苑(6)

川﨑　仁瑚(6)

女子4
・5・6
年共通

凡例（NGR:大会新記録）


