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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 10/23 馬地 想大(3) 15.30/+1.3

鹿児島・隼人ジュニア

平田 碧(3) 15.31/+0.9

鹿児島・春山陸上

福原 徠時(3) 15.41/+0.9

鹿児島・折多陸上クラブ

古川 隼大(3) 15.91/+1.6

鹿児島・メジャーアスリート

柏原 柚紀(3) 15.92/+0.5

鹿児島・スプリントクラブ疾風

松本 泰知(3) 16.42/+1.3

鹿児島・メジャーアスリート

徳森 優心(3) 16.44/+1.6

鹿児島・えのアスリート

松山 隼士(3) 16.53/+0.2

鹿児島・ナンバーワンクラブ

男子小
学3年

１００ｍ 10/23 若松 旺駕(4) 15.01/+1.7

鹿児島・春山陸上

内田 創琉(4) 15.07/+0.6

鹿児島・えのアスリート

塩満 悠正(4) 15.31/+1.7

鹿児島・国分ジュニア

松田 英輝(4) 15.34/+0.9

鹿児島・国分ジュニア

河澄 泰雅(4) 15.40/+0.6

鹿児島・川内０１

園田 恭佑(4) 15.45/+0.1

鹿児島・えのアスリート

花田 晃輝(4) 15.60/+0.9

鹿児島・阿久根陸上

小田 喜大(4) 15.82/+0.1

鹿児島・生福陸上

男子小
学4年

１００ｍ 10/23 大野 耕太郎(5) 14.30/+0.6

鹿児島・鹿児島ジュニア

肱黒 楓真(5) 14.34/+0.6

鹿児島・出水市陸上

新原 蹴斗(5) 14.46/+1.1

鹿児島・えのアスリート

徳森 健祐(5) 14.55/+0.6

鹿児島・えのアスリート

下麦 隼(5) 14.87/-1.5

鹿児島・えのアスリート

岩下 神雅(5) 14.98/+1.1

鹿児島・折多陸上クラブ

元山 源太(5) 14.99/-1.5

鹿児島・羽島陸上

有田 蓮介(5) 15.01/-2.9

鹿児島・えのアスリート

男子小
学5年

１００ｍ 10/23 前 翔渉(6) 13.38/+0.3

鹿児島・ナンバーワンクラブ

松山 凌士(6) 13.45/+0.3

鹿児島・ナンバーワンクラブ

橋口 心音(6) 13.66/+0.3

鹿児島・国分ジュニア

田島 廉(6) 13.68/+0.3

鹿児島・春山陸上

松元 晴(6) 13.93/+0.3

鹿児島・阿久根陸上

畠中 心聖(6) 14.04/+0.6

鹿児島・ナンバーワンクラブ

木山 奏夢(6) 14.06/+0.6

鹿児島・えのアスリート

新穂 悠(6) 14.09/+0.3

鹿児島・出水市陸上

男子小
学6年

１００ｍ 10/23 倉野 瑞希(3) 15.34/+0.2

鹿児島・えのアスリート

福島 実咲(3) 16.09/-1.1

鹿児島・ナンバーワンクラブ

長野 希子(3) 16.61/-1.1

鹿児島・メジャーアスリート

大工園 莉瑚(3) 16.68/-0.9

鹿児島・枕崎陸上

上原 琴音(3) 16.75/+1.2

鹿児島・春山陸上

頴川 奈来(3) 16.77/-0.9

鹿児島・えのアスリート

知野見 結音(3) 16.87/+0.2

鹿児島・亀山アスリート

坂下 華愛(3) 17.09/-0.9

鹿児島・出水市陸上

女子小
学3年

１００ｍ 10/23 古里 紫乃(4) 15.17/-0.2

鹿児島・ナンバーワンクラブ

江野 琴羽(4) 15.25/-0.9

鹿児島・阿久根陸上

窪 優月(4) 15.37/-0.1

鹿児島・ブルーインディゴ

勝田 彩心(4) 15.40/-1.5

鹿児島・メジャーアスリート

枦 綾乃(4) 15.44/+0.0

鹿児島・折多陸上クラブ

岡本 さくら(4) 15.66/+0.0

鹿児島・えのアスリート

有馬 実心(4) 16.03/-1.2

鹿児島・枕崎陸上

末松 瑚雪(4) 16.04/-1.2

鹿児島・阿久根陸上

女子小
学4年

１００ｍ 10/23 村田 愛衣紗(5) 13.88/-0.8

鹿児島・ナンバーワンクラブ

山口 香映(5) 14.47/+1.3

鹿児島・国分ジュニア

楮山 未來(5) 14.51/-1.1

鹿児島・羽島陸上

田島 愛萌(5) 14.64/-2.5

鹿児島・国分ジュニア

頴川 仁香(5) 14.97/-2.1

鹿児島・えのアスリート

中之間 ひなた(5) 15.05/-1.1

鹿児島・花野小

山下 千結(5) 15.07/-2.1

鹿児島・春山陸上

森 愛莉(5) 15.09/-1.2

鹿児島・えのアスリート

女子小
学5年

１００ｍ 10/23 朝隈 ひなた(6) 13.94/+2.3

鹿児島・春山陸上

堀内 杏樹(6) 14.06/-1.1

鹿児島・国分ジュニア

池添 りあん(6) 14.12/+2.3

鹿児島・ナンバーワンクラブ

堀口 理央(6) 14.19/-0.1

鹿児島・EAC

平野 楓花(6) 14.24/+0.1

鹿児島・えのアスリート

尾上 友香(6) 鹿児島・阿久根陸上 14.38/-0.1

山田 心々和(6) 鹿児島・国分ジュニア 14.38/-1.0

松元 明風(6) 14.40/+0.1

鹿児島・春山陸上

女子小
学6年

８００ｍ 10/23 平田 碧(3)  2:47.60

NGR鹿児島・春山陸上

徳森 優心(3)  2:48.90

NGR鹿児島・えのアスリート

原水 康生(3)  2:58.00

鹿児島・国分ジュニア

内野 幸杜(3)  3:01.10

鹿児島・メジャーアスリート

北原 絢斗(3)  3:01.80

鹿児島・HSC

小浦 祐人(3)  3:02.30

鹿児島・春山陸上

馬地 想大(3)  3:02.70

鹿児島・隼人ジュニア

立山 心一朗(3)  3:05.20

鹿児島・ナンバーワンクラブ

男子小
学3年

８００ｍ 10/23 西 唯斗(4)  2:44.60

鹿児島・春山陸上

園田 恭佑(4)  2:49.00

鹿児島・えのアスリート

内田 創琉(4)  2:54.40

鹿児島・えのアスリート

若松 旺駕(4)  2:55.80

鹿児島・春山陸上

坂元 仁(4)  2:58.90

鹿児島・国分ジュニア

堀口 勘太郎(4)  3:00.10

鹿児島・EAC

鶴屋 良祐(4)  3:03.50

鹿児島・亀山アスリート

中島 壱(4)  3:04.80

鹿児島・羽島陸上

男子小
学4年

８００ｍ 10/23 新原 蹴斗(5)  2:31.20

鹿児島・えのアスリート

橘 心(5)  2:31.40

鹿児島・国分ジュニア

井上 寛侍(5)  2:46.30

鹿児島・春山陸上

豊増 海任(5)  2:48.90

鹿児島・EAC

堀之内 真照(5)  2:49.00

鹿児島・春山陸上

元山 源太(5)  2:49.90

鹿児島・羽島陸上

有田 蓮介(5)  2:50.60

鹿児島・えのアスリート

徳森 健祐(5)  2:52.10

鹿児島・えのアスリート

男子小
学5年

８００ｍ 10/23 外川内 新(6)  2:24.20

鹿児島・EAC

霜出 拓士(6)  2:30.80

鹿児島・霜出陸上

木山 奏夢(6)  2:31.70

鹿児島・えのアスリート

税所 太翔(6)  2:44.00

鹿児島・EAC

田島 廉(6)  2:44.10

鹿児島・春山陸上

山﨑 陽輝(6)  2:47.30

鹿児島・春山陸上

糸数 琉生(6)  2:48.00

鹿児島・国分ジュニア

松林 晴仁(6)  2:49.90

鹿児島・阿久根陸上

男子小
学6年

８００ｍ 10/23 倉野 瑞希(3)  2:39.80

NGR鹿児島・えのアスリート

甲斐島 梨心(3)  3:04.30

鹿児島・春山陸上

上原 琴音(3)  3:11.10

鹿児島・春山陸上

今別府 優月(3)  3:11.50

鹿児島・HSC

松野下 陽菜(3)  3:18.40

鹿児島・枕崎陸上

田中 世奈(3)  3:18.70

鹿児島・出水市陸上

坂元 梨花(3)  3:19.00

鹿児島・春山陸上

川島 彩菜(3)  3:19.40

鹿児島・出水市陸上

女子小
学3年

８００ｍ 10/23 江野 琴羽(4)  2:56.20

鹿児島・阿久根陸上

石田尾 珠里(4)  2:59.80

鹿児島・春山陸上

竪山 朋花(4)  3:00.10

鹿児島・国分ジュニア

今西 苺花(4)  3:03.00

鹿児島・EAC

保坂 茉歩(4)  3:05.30

鹿児島・国分ジュニア

波之平 叶優(4)  3:06.40

鹿児島・春山陸上

松下 夢理(4)  3:06.90

鹿児島・メジャーアスリート

角園 悠月(4)  3:11.20

鹿児島・枕崎陸上

女子小
学4年

８００ｍ 10/23 頴川 仁香(5)  2:47.00

鹿児島・えのアスリート

山下 千結(5)  2:47.40

鹿児島・春山陸上

馬場園 菫(5)  2:52.40

鹿児島・阿久根陸上

西之原 千寿(5)  2:56.60

鹿児島・さつまジュニア

森 愛莉(5)  2:56.90

鹿児島・えのアスリート

石田 心花(5)  2:57.70

鹿児島・出水市陸上

濵平 采慶(5)  3:01.50

鹿児島・生福陸上

楮山 未來(5)  3:02.50

鹿児島・羽島陸上

女子小
学5年

８００ｍ 10/23 橘 あん(6)  2:28.40

鹿児島・国分ジュニア

前田 萌(6)  2:36.00

鹿児島・天降川小

甲斐島 桃花(6)  2:38.00

鹿児島・春山陸上

西川 凛(6)  2:39.10

鹿児島・国分ジュニア

平野 楓花(6)  2:40.60

鹿児島・えのアスリート

中間 望央(6)  2:41.00

鹿児島・EAC

池林 舞(6)  2:45.10

鹿児島・出水市陸上

今別府 咲花(6)  2:47.30

鹿児島・えのアスリート

女子小
学6年

１５００ｍ 10/23 上平 紗菜(2)  5:10.20

鹿児島・川内中央中

藏ノ下 優奈(3)  5:14.30

鹿児島・川内中央中

藏ノ下 奈央(2)  5:14.80

鹿児島・川内中央中

峯﨑 紗彩(2)  5:21.20

鹿児島・川内中央中

桑木野 愛莉(1)  5:21.80

鹿児島・川内中央中

池水 実花(1)  5:24.60

鹿児島・NRA

高橋 愛莉(3)  5:26.00

鹿児島・NRA

野﨑 夢叶(2)  5:27.70

鹿児島・川内南中

女子中
学共通

３０００ｍ 10/23 森永 卓杜(3)  9:31.00

鹿児島・川内中央中

寺田 琉聖(3)  9:33.40

鹿児島・NRA

館野 陽向(2) 10:12.80

鹿児島・立神中

折田 陽生(3) 10:14.30

鹿児島・NRA

新川 諒陽維(3) 10:16.50

鹿児島・川内中央中

福留 和真(2) 10:21.80

鹿児島・川内南中

古里 匡丞(2) 10:28.00

鹿児島・川内中央中

福留 晴(1) 10:29.10

鹿児島・NRA

男子中
学共通

３０００ｍ 10/23 前田 愛佳 11:40.50

鹿児島・川薩女子

上大迫 みなみ 12:02.50

鹿児島・南国殖産

女子一
般・大
学

５０００ｍ 10/23 牛島 涼 14:54.00

NGR鹿児島・京セラ川内

米藏 亮 15:01.00

鹿児島・京セラ川内

田ノ上 尚吾 15:02.00

鹿児島・出水地区陸協

永谷 勇介 15:04.00

鹿児島・京セラ鹿児島

高尾 誠泰 15:22.00

鹿児島・鹿児島陸協

石井 凌 15:46.00

鹿児島・京セラ川内

中村 六田 15:48.00

鹿児島・京セラ鹿児島

東福 祐太郎 15:50.00

鹿児島・京セラ鹿児島

１００００ｍ 10/23 曽木 大士朗 30:52.30

鹿児島・川薩陸協

淵之上 佑樹 31:47.10

鹿児島・川薩陸協

高塚 秀一 31:47.90

鹿児島・川薩陸協

德田 真皐希 31:57.60

鹿児島・京セラ川内

中橋 信人 32:34.60

鹿児島・京セラ川内

野﨑 覚 32:36.30

鹿児島・京セラ川内

滿園 貴一 32:45.10

鹿児島・川薩陸協

内 翔平 33:32.20

鹿児島・川薩陸協

男子一
般・大
学

砲丸投

(5.000kg)

10/23 篠原 煌陽(2)   7m89

鹿児島・川内南中

男子中
学

凡例（NGR:大会新記録）


