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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

１００ｍ 4/30 吉村　将貴(3) 16.00/-0.2

鹿児島・国分ジュニア陸上

中島　弘裕(3) 17.00/-0.9

鹿児島・栗野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

有村　栄樹(3) 17.09/-0.2

鹿児島・南九州ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

對馬　永翔(3) 17.25/-0.2

鹿児島・国分ジュニア陸上

中水流　快晴(3) 18.14/-0.9

鹿児島・栗野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

児玉　帯斗(3) 18.41/-0.2

鹿児島・ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

男子小学3年

１００ｍ 4/30 山田　蒼士(4) 14.74/-0.7

NGR鹿児島・国分ジュニア陸上

坂元　瑛斗(4) 15.01/-0.7

NGR鹿児島・ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

川原　誠流(4) 15.64/-0.7

鹿児島・国分ジュニア陸上

宮原　輝大(4) 15.80/-0.7

鹿児島・国分ジュニア陸上

木下　暖(4) 16.16/-0.7

鹿児島・ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

平松　希叶(4) 16.25/-1.1

鹿児島・あいら陸上クラブ

男子小学4年

１００ｍ 4/30 福峯　純一郎(5) 14.26/+1.2

鹿児島・ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

古市　聖剛(5) 14.50/+1.2

鹿児島・ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

山口　公平(5) 15.06/+1.2

鹿児島・あいら陸上クラブ

矢野　大地(5) 15.08/+1.2

鹿児島・高山ジュニア陸上

藏元　秀謙(5) 15.42/+1.8

鹿児島・南九州ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

種田　航生(5) 15.60/+1.8

鹿児島・国分ジュニア陸上

男子小学5年

１００ｍ 4/30 中窪　日向(6) 12.78/+1.4

NGR鹿児島・高山ジュニア陸上

中島　彰吾(6) 14.04/+1.4

鹿児島・あいら陸上クラブ

原田　優斗(6) 14.17/+1.4

鹿児島・ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

重田　幸輝(6) 14.35/+1.4

鹿児島・かのやFSCｼﾞｭﾆｱ

辻田　鉄人(6) 14.86/+1.4

鹿児島・国分ジュニア陸上

馬場園　昂史(6) 14.95/+0.1

鹿児島・国分ジュニア陸上

男子小学6年

１００ｍ 4/30 森山　心月(3) 16.37/+1.2

鹿児島・ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

犬山　凜香(3) 16.86/+1.2

鹿児島・国分ジュニア陸上

古市　愛聖(3) 17.41/+1.2

鹿児島・ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

中窪　満ちる(3) 17.42/+1.2

鹿児島・高山ジュニア陸上

細山田　瑠奈(3) 17.89/+1.2

鹿児島・国分ジュニア陸上

吉満　ゆい(3) 18.11/+1.2

鹿児島・ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

女子小学3年

１００ｍ 4/30 吉屋　優希乃(4) 15.02/+1.1

NGR鹿児島・国分ジュニア陸上

西　音葉(4) 16.06/+1.1

鹿児島・ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

日置　千智(4) 16.25/+1.1

鹿児島・あいら陸上クラブ

濵田　彩華(4) 16.36/+1.1

鹿児島・国分ジュニア陸上

永田　月奈(4) 16.40/+0.0

鹿児島・隼人ジュニア陸上

横村　春花(4) 16.47/+1.1

鹿児島・隼人ジュニア陸上

女子小学4年

１００ｍ 4/30 半田　一巴(5) 14.48/+0.8

NGR鹿児島・ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ疾風

細川　友愛(5) 14.91/+0.8

NGR鹿児島・国分ジュニア陸上

井上　ハルカ(5) 15.49/+0.8

鹿児島・国分ジュニア陸上

福田　陽菜(5) 15.50/+0.9

鹿児島・ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

比良　寧々花(5) 15.56/+0.8

鹿児島・ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

東畠　美紀(5) 15.72/+0.8

鹿児島・ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

女子小学5年

１００ｍ 4/30 赤池　優(6) 14.31/-1.3

鹿児島・ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

岡留　結衣(6) 14.78/-1.3

鹿児島・国分ジュニア陸上

藤崎　心青(6) 15.00/-0.7

鹿児島・隼人ジュニア陸上

重　陽花里(6) 15.12/-1.3

鹿児島・高山ジュニア陸上

酒匂　葵唯(6) 15.18/-0.7

鹿児島・国分ジュニア陸上

神田　麗愛(6) 15.21/-1.3

鹿児島・高山ジュニア陸上

女子小学6年

１００ｍ 4/30 神宮　雄大(1) 12.62/-0.5

鹿児島・重富中

大嵩　宙(1) 13.57/-0.5

鹿児島・舞鶴中

福元　敦士(1) 14.12/-0.5

鹿児島・重富中

下口　陽雄(2) 14.39/-0.5

鹿児島・帖佐中

古庵　智裕(1) 14.41/+2.1

鹿児島・鹿児島第一中

前原　蓮(1) 14.60/-0.5

鹿児島・鹿児島第一中

男子中学OP

１００ｍ 4/30 矢野　崇宇(3) 11.67/+3.2

鹿児島・高山中

内村　慎(3) 11.76/+0.5

鹿児島・加治木中

中川　敢晴(3) 11.97/+0.5

鹿児島・国分南中

横山　遥仁(3) 11.97/+0.5

鹿児島・帖佐中

吉留　皓平(2) 12.03/+3.2

鹿児島・帖佐中

種田　捷之介(2) 12.11/+0.5

鹿児島・ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

男子中学

１００ｍ 4/30 竹牟禮　あかり(1) 14.99/-1.7

鹿児島・重富中

平野　瑚桃(1) 15.78/-1.7

鹿児島・鹿児島第一中

上野　七菜樹(1) 15.85/-1.7

鹿児島・日当山中

福留　舞(1) 15.85/-1.7

鹿児島・重富中

本村　美琴(1) 15.88/-1.7

鹿児島・重富中

永田　眞寧(1) 15.93/-1.7

鹿児島・鹿児島第一中

女子中学OP

１００ｍ 4/30 上村　怜(3) 12.91/+3.0

宮崎・三股中

花田　真奈夏(1) 13.06/+0.7

NGR鹿児島・国分南中

芳田　紗佳(2) 13.17/+3.0

鹿児島・ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

上原　央詩(3) 13.27/+3.0

鹿児島・高山ジュニア陸上

橋口　心暖(2) 13.46/+0.7

鹿児島・高山中

下曽小川　凜夏(3) 13.50/+3.0

鹿児島・国分南中

女子中学

１００ｍ 4/30 後藤　慎太郎 13.16/+0.8

宮崎・TFランナーズ

男子一般OP

１００ｍ 4/30 児玉　安昭 10.98/-0.9

NGR鹿児島・鹿児島ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

米丸　康平(2) 11.20/-0.9

NGR鹿児島・鹿児島高

塚田　夏記(3) 11.29/-0.9

NGR鹿児島・加治木高

滿留　輝(3) 11.30/+4.1

鹿児島・国分中央高

奧　柊大(3) 11.32/+4.1

鹿児島・甲南高

堀　竜都(2) 11.35/+4.1

鹿児島・国分中央高

男子高校・一般

１００ｍ 4/30 大山　瑞希 12.81/+0.1

鹿児島・鹿児島ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

塗木　ひかる(3) 12.99/+0.1

鹿児島・甲南高

牧之段　汐里(3) 13.17/+0.1

鹿児島・国分中央高

濵田　沙恵理(3) 13.49/+0.1

鹿児島・国分中央高

堀切　瞳 13.54/+0.7

鹿児島・鹿児島ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

髙田　麻美(3) 13.62/+0.1

鹿児島・甲南高

女子高校・一般

５０００ｍ 4/30 冷水　秀也 15:17.66

鹿児島・京セラ鹿児島

黒木　雄太 15:21.81

鹿児島・国分自衛隊

森　康平 15:33.86

鹿児島・国分自衛隊

立元　翔悟 15:44.30

鹿児島・国分自衛隊

川添　謙一 15:44.85

鹿児島・霧島市消防局

宗岡　万里(3) 16:10.30

鹿児島・加治木高

男子高校・一般

３０００ｍ 4/30 黒木　仁人(3)  9:33.60

鹿児島・鹿屋中

徳吉　琢巳(3)  9:41.65

鹿児島・日当山中

永田　俊世(3)  9:50.59

鹿児島・舞鶴中

脇野　怜央(3)  9:56.91

鹿児島・帖佐中

津留見　星陽(3) 10:01.15

鹿児島・日当山中

一條　空音(2) 10:11.94

鹿児島・国分中

男子中学

１５００ｍ 4/30 平田　千夏(2)  4:57.96

鹿児島・重富中

丸山　雅(2)  4:59.16

鹿児島・舞鶴中

野村　優花(2)  4:59.18

鹿児島・国分南中

新名　春風(1)  5:01.07

鹿児島・蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ

牧　美颯(2)  5:13.87

鹿児島・野田中

松嶋　渚央(3)  5:16.38

鹿児島・帖佐中

女子中学

２００ｍ 4/30 松元　遥香(3) 28.20/+2.5

鹿児島・鹿児島高

立脇　麻衣(3) 29.23/+2.5

鹿児島・尚志館高

石神　日菜美(2) 29.56/+2.5

鹿児島・鹿児島高

坂元　優花(2) 29.65/+2.5

鹿児島・尚志館高

女子高校・一般

２００ｍ 4/30 矢野　崇宇(3) 23.53/+1.9

鹿児島・高山中

内村　慎(3) 23.64/+1.9

鹿児島・加治木中

中川　敢晴(3) 24.28/+1.9

鹿児島・国分南中

有村　慎太郎(3) 24.94/+3.0

鹿児島・重富中

山内　優太(2) 25.12/+3.0

鹿児島・隼人中

村岡　優音(3) 25.31/+1.9

鹿児島・舞鶴中

男子中学

２００ｍ 4/30 上村　怜(3) 26.92/-0.6

宮崎・三股中

坂下　幸穂(3) 28.94/-0.6

鹿児島・重富中

前田　小羽(3) 29.22/-0.6

鹿児島・隼人中

小林　美結(2) 29.25/+3.3

鹿児島・隼人中

久保　茉奈加(2) 29.33/-0.6

鹿児島・舞鶴中

佐藤　沙颯  (3) 29.71/+3.3

宮崎・三股中

女子中学

２００ｍ 4/30 後藤　慎太郎 26.61/+2.2

宮崎・TFランナーズ

岩元　博 28.87/+2.2

鹿児島・鹿児島県庁

男子一般OP

２００ｍ 4/30 児玉　安昭 22.47/+1.9

NGR鹿児島・鹿児島ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

中川　隆成(3) 23.28/+1.9

鹿児島・国分中央高

新留　一輝(1) 23.74/+1.9

鹿児島・鹿児島高

徳重　史翔(3) 23.75/+2.5

鹿児島・国分中央高

大脇　健志 23.98/+1.9

宮崎・WAVE宮崎

新原　祐吏(1) 24.91/+2.5

鹿児島・国分中央高

男子高校・一般

８００ｍ 4/30 岩川　剣武(3)  2:08.40

鹿児島・帖佐中

荒木　蓮(3)  2:08.76

鹿児島・重富中

中島　琢登(3)  2:08.77

鹿児島・重富中

坂元　晶(3)  2:08.78

鹿児島・帖佐中

橋口　健志郎(2)  2:10.92

鹿児島・重富中

岩﨑　海人(2)  2:17.56

鹿児島・重富中

男子中学

８００ｍ 4/30 辻田　鉄人(6)  2:30.04

鹿児島・国分ジュニア陸上

日野　拓夢(6)  2:36.25

鹿児島・隼人ジュニア陸上

弓指　浩史郎(5)  2:40.31

鹿児島・国分ジュニア陸上

原田　真生(6)  2:40.73

鹿児島・蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ

日高　悠翔(5)  2:43.44

鹿児島・高山ジュニア陸上

竪山　翔太(6)  2:46.07

鹿児島・国分ジュニア陸上

男子小学

８００ｍ 4/30 徳重　花恋(6)  2:37.49

鹿児島・蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ

甲斐　空(6)  2:38.35

鹿児島・蒲生ｽﾋﾟｰﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ

五反田　絵里香(6)  2:38.52

鹿児島・南九州ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

重　陽花里(6)  2:43.81

鹿児島・高山ジュニア陸上

井上　ハルカ(5)  2:44.61

鹿児島・国分ジュニア陸上

吉村　唯花(6)  2:45.92

鹿児島・国分ジュニア陸上

女子小学

凡例（NGR:大会新記録）
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８００ｍ 4/30 西川　歩夏(1)  2:31.57

鹿児島・舞鶴中

金丸　藍香(1)  2:48.36

鹿児島・国分中

内田　優海(1)  2:57.12

鹿児島・重富中

石田　幸（1）  2:59.76

鹿児島・横川中

高木　ナナ(2)  3:00.14

鹿児島・薩摩中

女子中学OP

８００ｍ 4/30 徳留　舞(3)  2:23.57

鹿児島・高山ジュニア陸上

藤谷　こころ(2)  2:24.18

鹿児島・重富中

弓指　菜穂(1)  2:28.52

鹿児島・国分南中

丸山　雅(2)  2:30.11

鹿児島・舞鶴中

林　真瑚(3)  2:30.74

鹿児島・加治木中

橋口　心暖(2)  2:31.00

鹿児島・高山中

女子中学

８００ｍ 4/30 松元　遥香(3)  2:22.28

NGR鹿児島・鹿児島高

石神　日菜美(2)  2:25.06

NGR鹿児島・鹿児島高

内　梨佳(2)  2:33.12

鹿児島・国分中央高

北原　明日香(1)  2:44.83

鹿児島・国分中央高

日髙　千尋(2)  3:01.17

鹿児島・国分高

女子高校

４００ｍ 4/30 村橋　暁(3) 52.34

鹿児島・加治木高

久保　郁人(2) 54.77

鹿児島・加治木高

今井　翔太朗(2) 56.60

鹿児島・尚志館高

黒木　敬太(2) 57.03

鹿児島・国分中央高

１５００ｍ 4/30 小川　俊輔(2)  4:27.26

鹿児島・加治木高

松田　竜輝(3)  4:37.68

鹿児島・加治木高

日高　歩(2)  4:40.83

宮崎・都城きりしま支援校

菊永　明良(3)  4:41.73

鹿児島・加治木工業高

久保田　怜(1)  4:49.30

鹿児島・国分中央高

小村　彪(1)  4:50.14

鹿児島・鹿児島高

男子高校・一般

１５００ｍ 4/30 橋口　健志郎(2)  4:27.96

鹿児島・重富中

永田　俊世(3)  4:31.48

鹿児島・舞鶴中

吉村　淑秀(1)  4:31.98

鹿児島・国分中

宗岡　泰斗(3)  4:32.18

鹿児島・国分中

坂元　晶(3)  4:34.85

鹿児島・帖佐中

中島　琢登(3)  4:38.18

鹿児島・重富中

男子中学

４×１００ｍ 4/30 ナンバーワンクラブ 57.10

坂元　瑛斗(4)

古市　聖剛(5)

原田　優斗(6)

福峯　純一郎(5)

高山ジュニア陸上 57.80

矢野　大地(5)

日高　悠翔(5)

橋口　晋賀(5)

中窪　日向(6)

あいら陸上クラブＡ 59.08

松下　俊海(6)

中島　彰吾(6)

山口　公平(5)

阿多　海周(6)

国分ジュニア陸上Ａ  1:01.03

馬場園　昂史(6)

竪山　翔太(6)

田之上　翔(6)

辻田　鉄人(6)

隼人ジュニア陸上  1:01.21

山下　煌生(5)

西田　勇介(6)

瀬戸口　聖弥(6)

日野　拓夢(6)

国分ジュニア陸上Ｃ  1:01.63

宮原　輝大(4)

山田　蒼士(4)

吉留　佑空(4)

川原　誠流(4)

男子小学

４×１００ｍ 4/30 国分ジュニア陸上Ａ 58.50

井上　ハルカ(5)

細川　友愛(5)

酒匂　葵唯(6)

岡留　結衣(6)

高山ジュニア陸上  1:00.60

神田　麗愛(6)

村川　心萌(6)

福迫　優愛(5)

重　陽花里(6)

ナンバーワンクラブＡ  1:00.64

福田　陽菜(5)

比良　寧々花(5)

木下　日陽(6)

赤池　優(6)

国分ジュニア陸上Ｂ  1:02.30

吉村　唯花(6)

山田　百々花(6)

竹村　紗希(5)

田口　心葉(6)

ナンバーワンクラブＢ  1:02.85

西　音葉(4)

本村　遥凪(6)

梶原　未結(6)

東畠　美紀(5)

栗野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団  1:03.77

竹野　いさな(6)

水元　理緒(6)

坂口　美優(6)

脇　七美(6)

女子小学

４×１００ｍ 4/30 帖佐中 46.89

米森　一乃真(3)

吉留　皓平(2)

横山　遥仁(3)

折田　俊輔(3)

重富中Ａ 47.25

荒木　蓮(3)

有村　慎太郎(3)

町田　裕輝(3)

神宮　雄大(1)

加治木中 48.77

四元　佑紀(2)

内村　慎(3)

池田　諒(2)

中野　海翔(2)

鹿児島第一中 50.53

前原　楓(3)

中村　光希(3)

八木　遥科(2)

垣内　健杜(3)

隼人中 50.69

長谷川　航希(2)

山内　優太(2)

吉松　涼真(2)

長迫　大夏(2)

重富中Ｂ 50.95

有薗　聖(3)

橋口　健志郎(2)

髙﨑　裕翔(3)

中島　琢登(3)

男子中学

４×１００ｍ 4/30
男子高校

４×１００ｍ 4/30 高山陸上 52.65

徳留　舞(3)

橋口　心暖(2)

津曲　啓(3)

上原　央詩(3)

重富中Ａ 53.89

坂下　幸穂(3)

坂元　希帆(2)

岩橋　優里(3)

藤谷　こころ(2)

隼人中 54.50

前田　小羽(3)

川越　こころ(3)

小林　美結(2)

満永　絢美(2)

帖佐中Ａ 54.76

愛甲　遥菜(2)

原口　綾夏(3)

村田　和夏(2)

大重　公海(3)

帖佐中Ｃ 56.98

近藤　亜美(2)

黒木　絵怜奈(2)

中尾　亜衣(2)

鮫島　未夢(2)

国分南中Ｂ 57.19

池田　菜々美(2)

川畑　梨花(2)

北原　映瑠(2)

森山　青空(2)

女子中学

４×１００ｍ 4/30 鹿児島ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 52.85

堀切　瞳

大山　瑞希

久富木原　風音

黒木　まりん

女子一般

走幅跳 4/30 上原　央詩(3)   5m05

鹿児島・高山ジュニア陸上

田中　月(3)   4m90

鹿児島・鹿児島第一中

久保　衣里(3)   4m72

鹿児島・国分南中

行船　陽菜(2)   4m24

鹿児島・重富中

村田　和夏(2)   4m19

鹿児島・帖佐中

池田　菜々美(2)   4m10

鹿児島・国分南中

女子中学

走幅跳 4/30
女子高校

走幅跳 4/30 阿多　海周(6)   4m01

鹿児島・あいら陸上クラブ

川原　広聖(5)   3m98

鹿児島・国分ジュニア陸上

山口　公平(5)   3m74

鹿児島・あいら陸上クラブ

日野　拓夢(6)   3m70

鹿児島・隼人ジュニア陸上

馬場園　昂史(6)   3m66

鹿児島・国分ジュニア陸上

藏元　秀謙(5)   3m35

鹿児島・南九州ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

男子小学

走幅跳 4/30 岡留　結衣(6)   3m79

鹿児島・国分ジュニア陸上

五反田　絵里香(6)   3m65

鹿児島・南九州ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

山田　百々花(6)   3m53

鹿児島・国分ジュニア陸上

細川　友愛(5)   3m37

鹿児島・国分ジュニア陸上

竹野　いさな(6)   3m27

鹿児島・栗野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

田之上　亜希(5)   3m27

鹿児島・国分ジュニア陸上

女子小学

走幅跳 4/30 岩﨑　大河(3)   5m50

鹿児島・菱刈中

有薗　聖(3)   5m43

鹿児島・重富中

町田　裕輝(3)   5m28

鹿児島・重富中

米森　一乃真(3)   5m09

鹿児島・帖佐中

神宮　雄大(1)   4m97

鹿児島・重富中

長迫　大夏(2)   4m91

鹿児島・隼人中

男子中学

走幅跳 4/30 神ノ門　佳音(2)   6m27

鹿児島・福山高

有薗　蒼(3)   5m86

鹿児島・加治木高

森　雄太郎(2)   5m24

鹿児島・国分高

米丸　康平(2)   4m50

鹿児島・鹿児島高

男子高校

走高跳 4/30 横山　遥仁(3) 1m70

鹿児島・帖佐中

上野　星葉(2) 1m60

鹿児島・日当山中

和田　嵐士(3) 1m55

鹿児島・舞鶴中

外山　諒(3) 1m50

鹿児島・国分中

杉尾　瑛汰(3) 1m45

鹿児島・国分中

福元　敦士(1) 1m40

鹿児島・重富中

男子中学

凡例（NGR:大会新記録）
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

走高跳 4/30 森山　心雪(3) 1m40

鹿児島・国分中

桑原田　果穂(3) 1m30

鹿児島・帖佐中

有馬　碧泉(2) 1m25

鹿児島・国分中

久保山　由依(3) 1m25

鹿児島・重富中

中尾　亜衣(2) 1m20

鹿児島・帖佐中

黒木　絵怜奈(2) 1m15

鹿児島・帖佐中

女子中学

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ 4/30 中島　彰吾(6)  50m49

鹿児島・あいら陸上クラブ

永井　翔晴(6)  50m28

鹿児島・南九州ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

水溜　星友(6)  40m20

鹿児島・あいら陸上クラブ

竪山　遥斗(5)  30m77

鹿児島・国分ジュニア陸上

瀬戸口　聖弥(6)  28m10

鹿児島・隼人ジュニア陸上

岩下　健(6)  27m56

鹿児島・隼人ジュニア陸上

男子小学

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ 4/30 辰野　心瑚(6)  36m55

鹿児島・南九州ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

水元　理緒(6)  33m58

鹿児島・栗野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

有村　まどか(6)  28m48

鹿児島・南九州ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

野本　彩(5)  26m20

鹿児島・栗野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

永井　伶亜(3)  11m87

鹿児島・南九州ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

女子小学

砲丸投

(6.000kg)

4/30
男子高校

砲丸投

(5.000kg)

4/30 有村　慎太郎(3)  12m28

NGR鹿児島・重富中

能勢　未夏海(3)  10m96

NGR鹿児島・帖佐中

宮本　亮(3)   8m12

鹿児島・国分中

山上　空也(3)   6m15

鹿児島・加治木中

前原　蓮(1)   4m90

鹿児島・鹿児島第一中

男子中学

砲丸投

(2.721kg)

4/30 寺園　梨花(3)   7m86

鹿児島・帖佐中

藤谷　こころ(2)   7m63

鹿児島・重富中

日高　彩香(2)   6m47

鹿児島・国分南中

近藤　亜美(2)   6m46

鹿児島・帖佐中

宮原　加帆(3)   6m04

鹿児島・重富中

中浜　夏希(3)   5m94

鹿児島・国分南中

女子中学

凡例（NGR:大会新記録）


