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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

１００ｍ 3/25 大嵩　宙(6) 13.93/-0.4

鹿児島・国分ジュニア陸上

吉村　淑秀(6) 14.08/-0.4

鹿児島・国分ジュニア陸上

坂元　龍晟(5) 14.30/-0.4

鹿児島・国分ジュニア陸上

吉留　陸叶(6) 14.64/-0.4

鹿児島・国分ジュニア陸上

濱村　凌空(5) 14.82/-0.4

鹿児島・野田陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

元田　葉月(5) 15.11/-0.9

鹿児島・スプリントクラブ疾風

男子小学

１００ｍ 3/25 花田　真奈夏(6) 13.66/-0.6

鹿児島・国分ジュニア陸上

上山口　彩(6) 14.91/-0.6

鹿児島・スプリントクラブ疾風

細川　友愛(4) 15.28/-1.0

鹿児島・国分ジュニア陸上

西川　歩夏(6) 15.33/-0.6

鹿児島・国分ジュニア陸上

時任　桜子(6) 15.37/-0.6

鹿児島・国分ジュニア陸上

岡留　結衣(5) 15.39/-1.0

鹿児島・国分ジュニア陸上

女子小学

１００ｍ 3/25 川越　晴空人(3) 11.80/-1.0

鹿児島・隼人中

能勢　未夏海(2) 12.10/-1.0

鹿児島・帖佐中

横山　遥仁(2) 12.28/-1.0

鹿児島・帖佐中

中村　勇斗(2) 12.32/-1.0

鹿児島・帖佐中

内村　慎(2) 12.36/-1.0

鹿児島・加治木中

牧原　慧明(1) 12.41/-1.0

鹿児島・末吉中

男子中学

１００ｍ 3/25 下曽小川　凜夏(2) 14.15/-1.8

鹿児島・国分南中

木村　望和(1) 14.35/-1.8

鹿児島・国分中

愛甲　遥菜(1) 14.54/-1.3

鹿児島・帖佐中

村田　和夏(1) 14.56/-1.5

鹿児島・帖佐中

内田　夢月(1) 14.58/-1.8

鹿児島・国分南中

前田　小羽(2) 14.61/-1.5

鹿児島・隼人中

女子中学

１００ｍ 3/25 山下　永莉子(1) 13.10/-1.0

鹿児島・鹿児島高

赤塚　海音(2) 13.42/-1.0

鹿児島・鹿児島高

牧之段　汐里(2) 13.66/-1.0

鹿児島・国分中央高

吉永　真歩(2) 13.79/-0.8

鹿児島・鹿児島高

宮下　香海(1) 13.88/-1.0

鹿児島・鹿児島高

松元　遥香(2) 13.95/-1.0

鹿児島・鹿児島高

女子高校・

一般

１００ｍ 3/25 児玉　安昭 11.36/-0.6

鹿児島・鹿児島ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

堀之内　友哉(2) 11.60/-0.6

鹿児島・鹿児島高

上園　魁(2) 11.63/-0.6

鹿児島・鹿児島高

山上　海(2) 鹿児島・鹿児島高 11.65/-1.5

米丸　康平(1) 鹿児島・鹿児島高 11.65/-0.6

堀　竜都(1) 11.73/-1.5

鹿児島・国分中央高

男子高校・

一般

１０００ｍ 3/25 吉村　淑秀(6)  2:56.22

=GR鹿児島・国分ジュニア陸上

大嵩　宙(6)  3:18.48

鹿児島・国分ジュニア陸上

辻田　鉄人(5)  3:19.39

鹿児島・国分ジュニア陸上

坂元　龍晟(5)  3:19.94

鹿児島・国分ジュニア陸上

波留　怜翔(6)  3:23.36

鹿児島・国分ジュニア陸上

西川　皇志(4)  3:41.99

鹿児島・国分ジュニア陸上

男子小学

１０００ｍ 3/25 西川　歩夏(6)  3:20.58

鹿児島・国分ジュニア陸上

平田　真都(6)  3:23.12

鹿児島・隼人ジュニア陸上

時任　桜子(6)  3:30.36

鹿児島・国分ジュニア陸上

坂口　日菜子(6)  3:33.44

鹿児島・大口小

岡留　結衣(5)  3:34.92

鹿児島・国分ジュニア陸上

井上　ハルカ(4)  3:35.18

鹿児島・国分ジュニア陸上

女子小学

１５００ｍ 3/25 弓削　佑太(1)  4:05.21

鹿児島・鹿児島南高

福石　航也(2)  4:08.09

鹿児島・鹿児島高

中山　謙(1)  4:08.13

鹿児島・鹿児島大

下園　秀明(1)  4:09.53

鹿児島・鹿児島南高

上木　進伍(2)  4:09.86

鹿児島・鹿児島大

福島　碧海(1)  4:10.38

鹿児島・鹿児島工業高

男子高校・

一般

１５００ｍ 3/25 福留　みずき(2)  4:50.30

鹿児島・鹿児島南高

松下　綾乃(2)  4:50.32

鹿児島・鶴丸高

石神　日菜美(1)  5:04.04

鹿児島・鹿児島高

有田　志織(2)  5:11.72

鹿児島・鹿児島南高

馬場　未来(1)  5:18.13

鹿児島・国分中央高

下窪　優真(1)  5:21.00

鹿児島・鹿児島南高

女子高校・

一般

２０００ｍ 3/25 黒川　円佳(2)  6:35.61

鹿児島・国分南中

中須　瑠菜(2)  6:36.61

鹿児島・宮之城中

小園　彩華(2)  6:39.47

鹿児島・東市来中

岩本　果乃(1)  6:48.94

鹿児島・伊集院中

野村　優花(1)  6:49.58

鹿児島・国分南中

松永　彩葉(2)  6:52.94

鹿児島・桜丘中

女子中学

３０００ｍ 3/25 黒木　仁人(2)  9:16.74

鹿児島・鹿屋中

谷口　一希(3)  9:17.89

鹿児島・伊集院中

永田　俊世(2)  9:32.72

鹿児島・舞鶴中

東　汰騎(2)  9:41.12

鹿児島・伊集院中

徳吉　琢巳(2)  9:45.90

鹿児島・日当山中

一條　空音(1)  9:48.28

鹿児島・国分中

男子中学

３０００ｍ 3/25 内枦保　舞(2) 10:12.31

宮崎・都城商業高

髙橋　　紅葉(2) 10:12.47

宮崎・都城商業高

佐藤　美咲(1) 10:56.22

宮崎・都城商業高

菊池　綾乃(2) 11:04.97

宮崎・都城商業高

稻留　安織(1) 11:15.76

鹿児島・曽於高

新原　真子(2) 11:24.95

鹿児島・曽於高

女子高校・

一般

５０００ｍＷ 3/25 高橋　宏敬(4) 21:21.51

NGR鹿児島・鹿児島大

福留　裕介(1) 26:03.99

鹿児島・鹿児島工業高

有山　雅人(3) 27:56.89

鹿児島・鹿児島大

後藤　大輝(1) 29:08.30

鹿児島・鹿児島大

男子高校・

一般

３０００ｍＷ 3/25 森山　　奈緒子(1) 14:32.08

NGR鹿児島・鹿児島南高

田野　芙未佳(2) 15:15.43

NGR宮崎・都城商業高

大脇　絵里奈(2) 15:43.68

NGR鹿児島・鹿児島南高

吉村　美玖(1) 16:46.10

宮崎・都城商業高

平山　あやね(2) 17:07.89

鹿児島・国分中央高

女子高校・

一般

５０００ｍ 3/25 中村　高洋 14:30.91

鹿児島・京セラ鹿児島

鈴東　千弘 14:50.13

鹿児島・国分自衛隊

山口　賢助(2) 14:50.35

鹿児島・鶴丸高

川内田　玲央(3) 14:53.87

鹿児島・志學館大

原水　幸一 14:55.66

鹿児島・伊佐駅伝クラブ

山元　創太(2) 15:06.01

鹿児島・鹿児島工業高

１００００ｍ 3/25 松原　弘輝(3) 31:29.39

鹿児島・志學館大

米永　夏輝(2) 31:31.51

鹿児島・第一工業大

七里　雄大 31:47.51

鹿児島・鹿児島陸協

洲崎　遥平(2) 31:55.44

鹿児島・志學館大

大中原　源(2) 32:05.20

鹿児島・第一工業大

徳永　涼人(3) 33:16.59

鹿児島・樟南高

男子高校・

一般

三段跳 3/25 中村　勇斗(2)  11m77

鹿児島・帖佐中

米森　一乃真(2)  11m51

鹿児島・帖佐中

新留　陸(2)  10m09

鹿児島・舞鶴中

清田　大翔(2)  10m00

鹿児島・日当山中

和田　嵐士(2)   9m97

鹿児島・舞鶴中

男子中学

三段跳 3/25 村田　和夏(1)   8m32

鹿児島・帖佐中

愛甲　遥菜(1)   7m71

鹿児島・帖佐中

女子中学

やり投

(0.800kg)

3/25 佐藤　賢太  59m36

NGR鹿児島・京セラ鹿児島

樫山　翔(2)  45m00

鹿児島・国分中央高

宇都　雅樹(2)  39m08

鹿児島・隼人工業高

神ノ門　佳音(1)  32m85

鹿児島・福山高

男子高校・

一般

やり投

(0.600kg)

3/25 久保田　さくら(1)  32m53

NGR鹿児島・国分中央高

女子高校・

一般

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 3/25 松下　仁夢(2)  54m43

鹿児島・日当山中

中原　拓海(2)  49m41

鹿児島・宮之城中

前田　宗太郎(2)  41m56

鹿児島・日当山中

吉留　皓平(1)  35m05

鹿児島・帖佐中

桐木平　知晃(1)  33m38

鹿児島・日当山中

荒木　翔瑛(1)  32m88

鹿児島・日当山中

男子中学

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 3/25 寺園　梨花(2)  26m33

鹿児島・帖佐中

近藤　亜美(1)  20m94

鹿児島・帖佐中

古園　友葵音(1)  19m71

鹿児島・桜丘中

松田　華(2)  17m59

鹿児島・帖佐中

大重　公海(2)  17m22

鹿児島・帖佐中

桑原田　果穂(2)  14m16

鹿児島・帖佐中

女子中学

凡例（NGR:大会新記録/ =GR:大会ﾀｲ記録）


