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薩摩川内市総合運動公園陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

男 小学 福島　晶聖(6) 13.38 飯尾　太一(5) 13.65 阿多　翔哉(6) 13.89 小原　義弘(6) 13.91 中村　聖斗(5) 14.07 寺園　拓眞(5) 14.29 福永　啓太(5) 14.55 山上　稜真(6) 14.57

子 100m ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 ﾒｼﾞｬｰｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

中学 東畠　幸(3) 11.30 木場　賢太郎(2) 12.41 羽島　義貴(2) 12.76 上園　昂央(1) 12.85 植村　慧也(2) 12.93 吉満　一真(2) 12.95 橘木　勇樹(2) 12.98 岩井　史輝(2) 13.09

100m ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ -0.1 れいめい中 -0.1 川内南中 +0.3 川内北中 +0.3 川内北中 -1.6 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 -0.1 川内南中 -0.1 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ -0.1

高校･一般 橋元　晃志(1) 10.43 九鬼　巧(3) 10.51 須田　隼人(1) 10.65 北村　拓也(2) 10.70 欠畑　岳(3) 10.77 徳山　黎(3) 10.85 玉井　修平(1) 10.86 永沼　賢治(2) 10.89

100m 早稲田大学 +1.6 早稲田大学 +0.7 早稲田大学 +0.7 早稲田大学 +1.6 早稲田大学 +0.7 相洋高 +0.7 早稲田大学 +1.6 早稲田大学 +1.6

高校･一般 橋元　晃志(1) 21.40 徳山　黎(3) 22.05      白石　黄良々(2) 出水商高    22.11(+3.3) 木村　賢太(2) 22.15 永沼　賢治(2) 22.28 加藤　修也(3) 22.42 野澤　啓佑(4) 22.45

200m 早稲田大学 +2.2 相洋高 +2.2 同順:玉井　修平(1) 早稲田大学  22.11(+0.7) 早稲田大学 +0.7 早稲田大学 +2.2 浜名高 +0.7 早稲田大学 +3.3

中学･高校･一般 佐藤　拓也(2) 47.55 加藤　修也(3) 47.61 中野　直哉(1) 48.44 木村　賢太(2) 48.93 石田　裕介(3) 50.01 副島　大樹(1) 52.26 東條　莉央(1) 53.86 森枝　雄真(2) 54.09

200m 早稲田大学 浜名高 早稲田大学 早稲田大学 市立船橋高 川内高 川内高 出水高

中学･高校･一般 諏訪原　賢士郎(2)  2:04.18 森川　拓也(1)  2:05.33 松崎　秀磨(1)  2:05.68 山元　広大(2)  2:05.92 出水　一輝(2)  2:06.17 新屋　絢太(2)  2:08.71 盛園　雄毅(2)  2:10.54 前田　恭希(1)  2:11.58

800m 甲南高 甲南高 鹿児島高 出水高 出水高 川内高 甲南高 出水高

高校･一般 ※　判定機不具合により記録計測できず。

5000m

高校･一般 早川　恭平(4) 14.72 野本　周成(3) 14.96 西方　竜太郎 15.47

110mH第1レース 早稲田大学 -0.4 八幡浜高 -0.4 鹿児島ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ -0.4

高校･一般 早川　恭平(4) 14.61 野本　周成(3) 14.71 安栖　遼太郎(2) 15.18 西方　竜太郎 15.49

110mH第2レース 早稲田大学 +0.3 八幡浜高 +0.3 鹿児島高 +0.3 鹿児島ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.3

高校･一般 野澤　啓佑(4) 50.96 永野　佑一(3) 51.77 中野　直哉(1) 54.15 穎川　雅弘(2)  1:06.46

400mH 早稲田大学 早稲田大学 早稲田大学 川内高

中学･高校･一般 早稲田大A 40.58 鹿児島高A 43.82 川薩清修館高 44.14 鹿児島高B 45.71 川内商工高 46.79 川内高 46.83 川内北中 49.91 川内南中 51.29

4×100mR    須田　隼人(1)    安永　修真(2)    田実　拓人(2)    犬飼　拓海(2)    中村　駿冶(1)    山元　康平(1)    上園　昂央(1)    森木　一真(2)

   九鬼　巧(3)    川田　康輔(1)    瀬脇　凪(2)    福山　直樹(1)    松﨑　正大(2)    副島　大樹(1)    植村　慧也(2)    橘木　勇樹(2)

   玉井　修平(1)    鍋倉　正輝(1)    福澤　亮太(1)    中森　健人(2)    西　雄祐(1)    東條　莉央(1)    平　歩夢(2)    市來　泰聖(1)

   木村　賢太(2)    安栖　遼太郎(2)    川原　和也(1)    脇　太一(2)    白石　侑也(1)    出口　幹久(1)    丸尾　日向(1)    羽島　義貴(2)

一般 中川　雄太(1)  53m66

ハンマー投 早稲田大学

一般 釼持　優太(2)  61m54

やり投 早稲田大学

女 小学 下田　稚奈(6) 13.13 山﨑　千聖(6) 13.50 中村　まりあ(6) 13.78 田畑　帆乃香(6) 14.26 成松　莉子(4) 14.33 吉満　璃緒(6) 14.95 上川畑　優希(5) 15.49 中村　綾花(5) 15.60

子 100m ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ ﾒｼﾞｬｰｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ01 さつま柏原 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

中学 上野　南(3) 12.63 木村　泉吹(3) 13.57 冨永　莉沙(1) 13.76 川原　夕奈(2) 13.79 中村　彩華(2) 13.83 大西　智裕(1) 13.87 別府　佳鈴(1) 13.89 嵜川　花楓(1) 13.93

100m 川内中央中 +1.5 川内北中 +1.5 川内北中 +2.7 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ +1.5 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ +1.5 川内北中 +2.7 川内中央中 +1.5 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ +2.7

高校･一般 立山　紀恵 12.46 内之倉　由美(2) 12.90 橋元　香奈(2) 13.15 原囿　佳奈(2) 13.28 溝上　亜梨紗(2) 13.29 甫立　玲菜(2) 13.38 尾﨑　杏奈(2) 13.45 岩下　真理亜(1) 13.46

100m 森口病院 -0.5 甲南高 -0.5 川薩清修館高 -0.5 川薩清修館高 +0.5 川薩清修館高 -0.5 川薩清修館高 -0.5 川薩清修館高 -0.5 出水商高 -0.5

高校･一般 立山　紀恵 25.30 岩下　真理亜(1) 27.09 高橋　菜々(1) 27.28 尾﨑　杏奈(2) 27.33 橋元　香奈(2) 27.52 溝上　亜梨紗(2) 27.74 原囿　佳奈(2) 27.82 田中　月菜(2) 28.40

200m 森口病院 +0.8 出水商高 +0.8 出水高 +0.8 川薩清修館高 +0.8 川薩清修館高 -1.1 川薩清修館高 -1.1 川薩清修館高 -1.1 鹿児島高 +0.9

中学･高校･一般 中釜　佐和子(1) 59.33 大林　真弥(1)  1:02.11 浦村　星来(1)  1:02.32 落口　七海(1)  1:04.03 内田　実来(2)  1:04.14 甫立　玲菜(2)  1:04.56 中森　美紅(1)  1:04.92 松本　紗弥(2)  1:05.11

400m 鹿児島高 出水商高 鹿児島高 川内高 出水高 川薩清修館高 川内高 川内高

中学･高校･一般 山田　れいり(2)  2:22.78 飛松　はづき(1)  2:27.39 下境田　桃香(2) 2:28.27 松本　七虹(3)  2:32.23 西薗　幸音(1)  2:35.28 北原　碧海(2)  2:38.68 入船　遥(1)  2:39.52 中川　結貴(2)  2:39.81

800m 川内中央中 薩摩中 薩摩中 川内北中 川内北中 川内南中 川内中央中 川内南中

共通4×100mR 川薩清修館 50.25 甲南高 52.65 鹿児島高 52.90 川内高 53.26 川内北中 56.99 川内南中 58.19 川内中央中 59.57

   溝上　亜梨紗(2)    草野　萌々子(2)    谷山　真弥(2)    中森　美紅(1)    恋塚　はづき(1)    堀口　夢花(1)    佐藤　優希奈(2)

   橋元　香奈(2)    内之倉　由美(2)    根井　佳菜子(2)    松本　紗弥(2)    大西　智裕(1)    長屋　咲香(1)    吉原　明音(2)

   甫立　玲菜(2)    山下　菜月(2)    田脇　瑠奈(2)    新屋　妃奈子(2)    冨永　莉沙(1)    坂門　千都(2)    森山　恭子(1)

   尾﨑　杏奈(2)    牧　玲(2)    田中　月菜(2)    落口　七海(1)    東瀬戸　愛(1)    安田　麻里亜(2)    濵田　風希(1)


