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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 3/21 書川 力丸(1) 16.68/+4.2

鹿児島・ウイングAC

増穂 康平(1) 17.53/+4.2

鹿児島・平川スポーツクラブ

松山 隼士(1) 18.24/+2.1

鹿児島・ナンバーワンクラブ

森田 泰盛(1) 18.49/+2.1

鹿児島・メジャー

福永 彩葉(1) 18.60/+2.1

鹿児島・メジャー

西森 運(1) 19.24/+4.2

鹿児島・えのアスリート

川原 幹太(1) 19.37/+4.2

鹿児島・メジャー

平野 琉煌(1) 19.40/+2.1

鹿児島・ウイングAC

男子小
学１年

１００ｍ 3/21 内田 創琉(2) 17.07/-0.6

鹿児島・えのアスリート

有馬 碧士(2) 17.50/-0.6

鹿児島・えのアスリート

野久尾 駿(2) 鹿児島・えのアスリート 17.86/+2.4

田中 藍翔(2) 鹿児島・ナンバーワンクラブ

松尾 直輝(2) 18.17/-0.6

鹿児島・平川スポーツクラブ

濵田 陽向(2) 18.61/+2.4

鹿児島・メジャー

満岡 蒼天(2) 18.79/+2.4

鹿児島・えのアスリート

田島 桜雅(2) 19.27/+2.4

鹿児島・ウイングAC

男子小
学２年

１００ｍ 3/21 有田 蓮介(3) 15.42/+1.7

鹿児島・えのアスリート

新原 蹴斗(3) 16.05/+1.9

鹿児島・えのアスリート

高味 慶大(3) 16.53/+1.7

鹿児島・えのアスリート

坂井田 侑生(3) 16.96/+1.7

鹿児島・川内０１

坂元 勇太(3) 16.97/+1.7

鹿児島・メジャー

藤元 陽翔(3) 16.99/+1.7

鹿児島・ナンバーワンクラブ

高味 祥大(3) 17.24/+1.9

鹿児島・えのアスリート

米満 寛斗(3) 17.26/+1.9

鹿児島・えのアスリート

男子小
学３年

１００ｍ 3/21 松山 凌士(4) 14.86/+0.6

鹿児島・ナンバーワンクラブ

西手 望倫(4) 15.00/+0.3

鹿児島・ウイングAC

畠中 心聖(4) 15.65/+0.7

鹿児島・ナンバーワンクラブ

野島 悠斗(4) 15.68/+0.6

鹿児島・川内０１

西薗 奏太(4) 16.15/+0.7

鹿児島・えのアスリート

木山 奏夢(4) 16.28/+0.3

鹿児島・えのアスリート

木原 康生(4) 16.42/+0.7

鹿児島・ナンバーワンクラブ

馬場 翔我(4) 16.47/+0.6

鹿児島・川内０１

男子小
学４年

１００ｍ 3/21 福﨑 子竜(5) 14.88/+3.0

鹿児島・ウイングAC

徳重 遼(5) 15.31/+3.0

鹿児島・ナンバーワンクラブ

大北 真也(5) 15.44/+3.0

鹿児島・ナンバーワンクラブ

森永 和杜(5) 15.64/+3.0

鹿児島・川内０１

南新 朔真(5) 15.75/+3.0

鹿児島・川内０１

神戸 大輝(5) 16.80/+3.0

鹿児島・メジャー

男子小
学５年

１００ｍ 3/21 宮原 心(6) 12.79/-0.8

鹿児島・えのアスリート

伊藤 彩人(6) 13.18/-0.1

鹿児島・えのアスリート

宮本 尚典(6) 13.56/-0.2

鹿児島・えのアスリート

有田 蒼甫(6) 13.78/+0.3

鹿児島・えのアスリート

宮脇 遼丞(6) 13.92/-0.2

鹿児島・ナンバーワンクラブ

小田原 大雅(6) 14.15/-0.1

鹿児島・えのアスリート

金 炫斌(6) 14.61/-0.8

鹿児島・えのアスリート

高味 幸人(6) 14.64/+0.3

鹿児島・えのアスリート

男子小
学６年

１００ｍ 3/21 倉野 瑞希(1) 17.08/+2.0

鹿児島・えのアスリート

頴川 奈来(1) 17.46/+3.3

鹿児島・えのアスリート

福島 実咲(1) 17.89/+3.3

鹿児島・ナンバーワンクラブ

愛川 笑里(1) 18.51/+2.0

鹿児島・えのアスリート

岩下 杏璃(1) 18.98/+3.3

鹿児島・えのアスリート

今別府 優月(1) 19.36/+2.0

鹿児島・平川スポーツクラブ

影浦 希子(1) 19.63/+2.0

鹿児島・メジャー

立野 十希子(1) 19.96/+2.0

鹿児島・えのアスリート

女子小
学１年

１００ｍ 3/21 長倉 彩結(2) 17.38/+1.0

鹿児島・ウイングAC

河本 真呼(2) 17.56/+1.0

鹿児島・メジャー

久保 愛乃(2) 17.71/+1.0

鹿児島・ナンバーワンクラブ

古里 紫乃(2) 17.76/+1.0

鹿児島・ナンバーワンクラブ

永里 穂華(2) 19.33/+1.0

鹿児島・メジャー

福﨑 仁胡(2) 19.39/+1.0

鹿児島・ウイングAC

女子小
学２年

１００ｍ 3/21 村田 愛衣紗(3) 15.90/+3.1

鹿児島・ナンバーワンクラブ

竹山 愛菜(3) 16.06/+1.3

鹿児島・ナンバーワンクラブ

森 愛莉(3) 16.40/+3.1

鹿児島・えのアスリート

永田 心春(3) 16.53/+1.5

鹿児島・ナンバーワンクラブ

長野 莉子(3) 16.70/+1.5

鹿児島・メジャー

福嶺 純奈(3) 16.90/+3.1

鹿児島・ナンバーワンクラブ

頴川 仁香(3) 16.98/+1.5

鹿児島・えのアスリート

坂元 麗美(3) 鹿児島・ナンバーワンクラブ 17.08/+3.1

宮本 紗希(3) 鹿児島・えのアスリート 17.08/+1.5

女子小学
３年

１００ｍ 3/21 平野 楓花(4) 14.82/+2.2

鹿児島・えのアスリート

丸内 彩文香(4) 15.36/+0.6

鹿児島・えのアスリート

山平 杏(4) 15.51/+1.9

鹿児島・ナンバーワンクラブ

吉峯 光莉(4) 15.58/+1.0

鹿児島・ナンバーワンクラブ

小村 杏(4) 15.92/+2.2

鹿児島・ナンバーワンクラブ

角 心々優(4) 16.31/+2.2

鹿児島・ウイングAC

池添 りあん(4) 16.33/+1.9

鹿児島・ナンバーワンクラブ

伊藤 紗和(4) 16.38/+1.0

鹿児島・えのアスリート

女子小
学４年

１００ｍ 3/21 倉野 樹里(5) 14.74/+2.0

鹿児島・えのアスリート

兒玉 乙彩(5) 14.79/+2.0

鹿児島・えのアスリート

坂元 安寿(5) 14.87/+2.0

鹿児島・ナンバーワンクラブ

古里 朱夏(5) 15.05/+2.0

鹿児島・ナンバーワンクラブ

塩崎 友梨奈(5) 15.66/+2.0

鹿児島・メジャー

川之上 百音(5) 15.91/+2.0

鹿児島・メジャー

東 優月(5) 16.54/+2.0

鹿児島・平川スポーツクラブ

塩鶴 美月(5) 17.37/+2.0

鹿児島・平川スポーツクラブ

女子小
学５年

１００ｍ 3/21 岡本 莉央(6) 13.90/+1.6

鹿児島・えのアスリート

森山 心月(6) 13.95/+1.8

鹿児島・ナンバーワンクラブ

森 ひなた(6) 14.09/-0.1

鹿児島・えのアスリート

河野 美和(6) 14.91/-0.1

鹿児島・ナンバーワンクラブ

福田 愛(6) 14.99/+1.6

鹿児島・ナンバーワンクラブ

石岡 佳奈(6) 15.22/+1.6

鹿児島・ナンバーワンクラブ

橋口 里奈(6) 15.38/+1.8

鹿児島・メジャー

橋口 良奈(6) 15.57/-0.1

鹿児島・メジャー

女子小
学６年

４×１００ｍ 3/21 えのアスリートA 50.08

有田 蒼甫(6)

宮本 尚典(6)

伊藤 彩人(6)

宮原 心(6)

えのアスリートB 55.82

金 炫斌(6)

高味 幸人(6)

宮野 和奏(6)

福留 和真(6)

えのアスリートC 59.43

有田 蓮介(3)

平野 颯摩(6)

東谷 陸(6)

江口 宗汰(6)

ウイングAC  1:03.57

木下 歩(4)

西手 望倫(4)

濱 琉輝(4)

濵田 恒生(4)

男子小
学

４×１００ｍ 3/21 えのアスリートB 58.97

伊藤 紗和(4)

森 ひなた(6)

福嶋 七海(6)

岡本 莉央(6)

えのアスリートA 59.08

兒玉 乙彩(5)

平野 楓花(4)

丸内 彩文香(4)

倉野 樹里(5)

メジャーアスリートA  1:00.99

磯道 彩那(6)

橋口 里奈(6)

白石 葵(6)

米満 結菜(6)

メジャーアスリートB  1:02.56

塩崎 友梨奈(5)

安海 香奈(6)

川之上 百音(5)

橋口 良奈(6)

ウイングAC  1:08.16

角 心々優(4)

濵田 侑花(6)

神山 心美(4)

神山 心音(4)

女子小
学

１００ｍ 3/21 西尾 優之介(1) 11.94/+3.1

鹿児島・ナンバーワンクラブ

枦段 彪雅(1) 12.00/+2.1

鹿児島・宮之城中

西嶋 光(1) 12.44/+1.7

鹿児島・川内南中

二木 春樹(1) 12.79/+1.7

鹿児島・川内北中

永山 豊温(1) 12.84/+2.1

鹿児島・川内中央中

角之園 健悟(1) 13.06/+3.1

鹿児島・宮之城中

福森 悠人(1) 13.66/+1.7

鹿児島・川内中央中

坂元 瑛斗(1) 13.79/+2.1

鹿児島・ナンバーワンクラブ

男子中
学１年

１００ｍ 3/21 福嶺 純一郎(2) 11.50/+0.6

鹿児島・ナンバーワンクラブ

長松院 寛太(2) 11.80/-0.9

鹿児島・宮之城中

茶圓 大和(2) 12.00/+1.6

鹿児島・川内中央中

古市 聖剛(2) 12.04/+1.6

鹿児島・ナンバーワンクラブ

濵田 凌司(2) 12.12/+1.6

鹿児島・川内南中

徳重 孝介(2) 12.22/+0.6

鹿児島・ナンバーワンクラブ

楠元 維吹(2) 12.39/-0.9

鹿児島・川内南中

満岡 理央(2) 12.62/+1.6

鹿児島・川内北中

男子中
学２年

１００ｍ 3/21 田畑 秀磨(3) 12.26/+3.1

鹿児島・川内中央中

軍原 悠理(3) 12.45/+3.1

鹿児島・メジャー

男子中
学３年

１００ｍ 3/21 北原 怜奈(1) 13.41/+2.5

鹿児島・川内南中

島津 羅夢(1) 13.45/+2.7

鹿児島・川内南中

西 音葉(1) 13.60/+2.5

鹿児島・ナンバーワンクラブ

千草 こころ(1) 13.68/+2.7

鹿児島・川内中央中

堂後 めいる(1) 13.69/+2.5

鹿児島・川内南中

宮園 美多(1) 13.72/+1.0

鹿児島・ナンバーワンクラブ

吉留 奏愛(1) 13.82/+1.0

鹿児島・川内北中

日野 恵利那(1) 13.85/+2.5

鹿児島・川内中央中

女子中
学１年

１００ｍ 3/21 福田 陽菜(2) 12.84/+1.9

鹿児島・ナンバーワンクラブ

比良 寧々花(2) 13.25/-0.1

鹿児島・ナンバーワンクラブ

上川 もか(2) 13.51/+3.2

鹿児島・川内北中

澤田 瑠菜(2) 13.65/+1.9

鹿児島・川内中央中

鍛治屋 乃綾(2) 14.01/+3.2

鹿児島・川内北中

中間 愛結(2) 14.02/-0.1

鹿児島・川内北中

原 奈々海(2) 14.16/+1.9

鹿児島・川内南中

川原 和香(2) 14.41/-0.1

鹿児島・川内南中

女子中
学２年

８００ｍ 3/21 峯﨑 悠仁(3)  2:04.79

鹿児島・川内中央中

紙屋 綾杜(1)  2:06.52

鹿児島・川内北中

西手 新陽(2)  2:13.38

鹿児島・川内南中

黒木 飛翔(3)  2:14.60

鹿児島・川内中央中

軍原 悠理(3)  2:17.37

鹿児島・メジャー

竹田 真翔(2)  2:17.55

鹿児島・川内中央中

大良 優斗(3)  2:17.95

鹿児島・川内中央中

森永 卓杜(1)  2:26.67

鹿児島・川内中央中

男子中
学

８００ｍ 3/21 東 里穂(2)  2:31.15

鹿児島・川内北中

辻 華音(1)  2:31.24

鹿児島・川内北中

山内 乃綾(2)  2:32.59

鹿児島・川内南中

牧山 結音(1)  2:33.17

鹿児島・川内南中

牛島 歩咲(2)  2:37.27

鹿児島・川内中央中

鎌田 怜奈(2)  2:38.83

鹿児島・川内南中

北山 菜々花(1)  2:43.47

鹿児島・川内北中

木佐貫 菜那(1)  2:44.16

鹿児島・川内南中

女子中
学

走高跳 3/21 上野 翔(2) 1m50

鹿児島・川内北中

走幅跳 3/21 比良 維吹(2)   5m48/+0.3

鹿児島・ナンバーワンクラブ

二木 春樹(1)   4m93/+1.2

鹿児島・川内北中

福山 蓮人(2)   4m60/+1.1

鹿児島・川内南中

福森 悠人(1)   4m18/-0.2

鹿児島・川内中央中

武田 公陽(1)   4m06/+2.1

鹿児島・川内中央中

南 琥太朗(1)   4m01/+1.9

鹿児島・川内北中

中原 悠真(1)   3m86/+2.8

鹿児島・川内北中

鳥居 優斗(1)   3m72/+0.2

鹿児島・川内南中

砲丸投

(5.000kg)

3/21 宮﨑 蓮翔(2)   7m09

鹿児島・川内北中

上浦 拓真(2)   6m44

鹿児島・宮之城中

下永田 幸緒(1)   6m09

鹿児島・川内北中

郡山 叡慈(1)   4m14

鹿児島・川内北中

男子中
学

走高跳 3/21 二牟禮 美蒼(1) 1m35

鹿児島・川内北中

下川 湖々(2) 1m25

鹿児島・川内南中

原 奈々海(2) 1m20

鹿児島・川内南中

橘木 つかさ(2) 1m15

鹿児島・川内南中

走幅跳 3/21 川原 和香(2)   4m64/+4.4

鹿児島・川内南中

笹森 愛未(2)   4m22/+1.8

鹿児島・川内南中

西 美侑(1)   4m16/+0.8

鹿児島・宮之城中

馬場 恵里菜(2)   3m99/+2.0

鹿児島・川内北中

中山 ひなた(2)   3m92/+1.9

鹿児島・川内中央中

砲丸投

(2.721kg)

3/21 東條 笑奈(1)   7m41

鹿児島・川内中央中

角井 にこら(1)   6m91

鹿児島・宮之城中

女子中
学
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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
４×１００ｍ 3/21 川内南中 47.52

長田 寛夢(2)

濵田 凌司(2)

堂後 大也(2)

楠元 維吹(2)

宮之城中 49.92

小囿 洋紀(2)

長松院 寛太(2)

角之園 健悟(1)

枦段 彪雅(1)

川内中央中 50.90

福森 悠人(1)

永山 豊温(1)

竹田 真翔(2)

茶圓 大和(2)

川内北中B 57.65

中原 悠真(1)

長野 凌大(1)

宮﨑 蓮翔(2)

下園 陽(1)

男子中
学

４×１００ｍ 3/21 川内北中A 53.98

宇都 七菜(2)

上川 もか(2)

鍛治屋 乃綾(2)

中間 愛結(2)

川内南中 54.42

原 奈々海(2)

北原 怜奈(1)

堂後 めいる(1)

島津 羅夢(1)

川内中央中 55.37

軸屋 華穂(1)

澤田 瑠菜(2)

中山 ひなた(2)

千草 こころ(1)

宮之城中 56.23

矢野 心愛(1)

羽子田 暖(1)

大平 明奈(2)

下市 弥羽(2)

川内北中B 56.49

永原 音梅(1)

吉留 奏愛(1)

坂上 宙音(1)

田上 葉夕(1)

川内北中D 57.35

東 里穂(2)

辻 華音(1)

宇都 柚夏(1)

北山 菜々花(1)

川内北中C 58.31

二牟禮 美蒼(1)

伊藤 未来(1)

内 紬嘉(1)

馬場 恵里菜(2)

女子中
学

１００ｍ 3/21 橋元 晃志 10.57/+2.7

埼玉・富士通

立岡 駿(2) 10.68/+2.2

鹿児島・川薩清修館

勇島 海斗 10.95/+4.3

鹿児島・KAC

山上 稜真 11.05/+4.3

鹿児島・BabbinoCompare

種田 捷之介(2) 11.09/+1.1

鹿児島・川薩清修館

川路 龍世 11.21/+2.7

鹿児島・KAC

湯田 周平(3) 11.31/+1.1

鹿児島・鹿児島高

井田 悠潤(2) 11.43/+3.0

鹿児島・鹿児島高

男子高
・大・
一

１００ｍ 3/21 上野 南 12.63/-0.7

鹿児島・BabbinoCompare

中山 奈央(2) 12.67/+3.9

鹿児島・川薩清修館

寺地 しい(2) 12.71/+0.8

鹿児島・鹿児島高

川原 千佳(1) 13.13/+3.9

鹿児島・鹿児島高

永野 愛佳(2) 13.21/+0.8

鹿児島・鹿児島高

田島 朱(1) 13.35/-0.7

鹿児島・鹿児島高

栫 美咲(1) 13.39/-0.7

鹿児島・鹿児島高

小坂 陽向(1) 13.43/+3.9

鹿児島・川内高

女子高
・大・
一

２００ｍ 3/21 橋元 晃志 21.65/-1.5

埼玉・富士通

種田 捷之介(2) 鹿児島・川薩清修館 22.23/+0.6

立岡 駿(2) 鹿児島・川薩清修館 22.23/+1.7

勇島 海斗 22.79/+1.3

鹿児島・KAC

久保 光雅(2) 23.09/+0.6

鹿児島・鹿児島高

横田 心晟 23.28/+1.3

鹿児島・BabbinoCompare

山上 稜真 23.29/-1.5

鹿児島・BabbinoCompare

鎌迫 希(2) 23.34/+0.6

鹿児島・鹿児島高

男子高
・大・
一

２００ｍ 3/21 中山 奈央(2) 26.81/+1.6

鹿児島・川薩清修館

栫 美咲(1) 28.09/+1.6

鹿児島・鹿児島高

川原 千佳(1) 28.22/+1.6

鹿児島・鹿児島高

小坂 陽向(1) 28.39/+1.6

鹿児島・川内高

内田 渚彩(2) 29.57/+1.6

鹿児島・川内高

圖師 遥那(1) 29.65/+1.6

鹿児島・鹿児島高

田村 美織(2) 29.84/+1.6

鹿児島・川薩清修館

女子高
・大・
一

４００ｍ 3/21 久保 光雅(2) 49.70

鹿児島・鹿児島高

横田 心晟 52.05

鹿児島・BabbinoCompare

鎌迫 希(2) 52.16

鹿児島・鹿児島高

豊留 雅也 52.36

鹿児島・KAC

三島 魁斗(2) 53.25

鹿児島・鹿児島高

須田 悠斗(1) 55.39

鹿児島・鹿児島高

北野 正真(2) 58.19

鹿児島・鹿児島高

髙田 隆 58.78

鹿児島・鹿児島陸協

男子高
・大・
一

４００ｍ 3/21 南 遥月奈(2)  1:02.87

鹿児島・鹿児島高

花田 真奈夏(1)  1:03.84

鹿児島・鹿児島高

田島 朱(1)  1:05.72

鹿児島・鹿児島高

圖師 遥那(1)  1:10.33

鹿児島・鹿児島高

小野満 喜子(2)  1:11.46

鹿児島・鹿児島高

女子高
・大・
一

８００ｍ 3/21 関山 真弥  1:59.70

鹿児島・国分自衛隊

小倉 希望  2:03.00

鹿児島・鹿児島陸協

小倉 大樹  2:05.81

鹿児島・国分自衛隊

馬方 勇太  2:12.67

鹿児島・国分自衛隊

５０００ｍ 3/21 吉川 泰弘(2) 16:24.58

鹿児島・川内高

有川 翔基(1) 16:27.77

鹿児島・川内高

山田 新太(1) 16:59.83

鹿児島・川内高

井上 颯真(1) 17:07.26

鹿児島・川内高

若松 隆登(2) 17:17.37

鹿児島・れいめい高

濵野 颯汰(2) 17:22.20

鹿児島・れいめい高

石原 拳児(1) 18:10.29

鹿児島・川内高

男子高
・大・
一

５０００ｍ 3/21 デスタ ブルカ 16:01.00

三重・デンソー

ゼイトナ フーサン 16:05.34

三重・デンソー

矢野 栞理 16:05.80

三重・デンソー

小泉 直子 16:22.56

三重・デンソー

松本 夢佳 16:23.86

三重・デンソー

小笠原 朱里 16:37.09

三重・デンソー

鳥居 華(3) 16:54.20

鹿児島・神村学園

川北 陽菜 17:06.45

三重・デンソー

女子高
・大・
一

110mH

(1.067/9.14m)

3/21 藤下 海里(1) 15.89/+2.2

鹿児島・鹿児島高

中間 響(3) 15.93/+2.2

鹿児島・鹿児島高

男子高
・大・
一

100mH

(0.838/8.5m)

3/21 山口 優萌 15.29/+1.4

鹿児島・鹿児島大学

村尾 星奈(2) 15.70/+1.4

鹿児島・鹿児島高

中森 楽和(1) 16.46/+1.4

鹿児島・鹿児島高

今中 郁美 16.51/+1.4

鹿児島・GreenLabels

女子高
・大・
一

400mH

(0.914/35m)

3/21 鍜治木 崚 51.52

兵庫・住友電工

田代 倫太郎(2)  1:01.13

鹿児島・川内高

中村 勇斗(3)  1:09.46

鹿児島・鹿児島高

走高跳 3/21 山下 凌司(3) 1m75

鹿児島・鹿児島高

走幅跳 3/21 松下 大夢(1)   6m07/+1.5

鹿児島・鹿児島高

山神 健星(2)   5m64/+2.6

鹿児島・鹿児島高

男子高
・大・
一

砲丸投

(6.000kg)

3/21 小森 慎哉(3)  11m11

鹿児島・鹿児島高

松永 健希(1)   9m87

鹿児島・鹿児島高

男子高
校

走高跳 3/21 片野坂 唯月(1) 1m50

鹿児島・鹿児島高

走幅跳 3/21 片野坂 唯月(1)   5m38/+2.6

鹿児島・鹿児島高

中森 楽和(1)   5m11/+1.4

鹿児島・鹿児島高

寺地 しい(2)   4m94/+1.3

鹿児島・鹿児島高

上間 咲季(1)   4m89/+0.6

鹿児島・鹿児島高

麓 芽衣(2)   4m78/+1.5

鹿児島・鹿児島高

砲丸投

(4.000kg)

3/21 永野 愛佳(2)   8m04

鹿児島・鹿児島高

女子高
・大・
一

４×１００ｍ 3/21 鹿児島高A 44.66

熊丸 翔太(2)

久保 光雅(2)

鎌迫 希(2)

井田 悠潤(2)

鹿児島高D 45.04

井田 照瑛(3)

山下 凌司(3)

中村 勇斗(3)

湯田 周平(3)

鹿児島高B 45.48

藤下 海里(1)

大久保 快(1)

松永 健希(1)

三島 魁斗(2)

鹿児島高C 47.70

川添 蓮斗(1)

北野 正真(2)

松下 大夢(1)

須田 悠斗(1)

男子高
・大・
一

４×１００ｍ 3/21 鹿児島高A 51.31

栫 美咲(1)

花田 真奈夏(1)

田島 朱(1)

寺地 しい(2)

鹿児島高B 53.53

永野 愛佳(2)

村尾 星奈(2)

片野坂 唯月(1)

小野満 喜子(2)

鹿児島高C 53.54

川原 千佳(1)

中森 楽和(1)

南 遥月奈(2)

麓 芽衣(2)

女子高
・大・
一


