
 男子棒高跳
審 判 長：小森　大輔

記録主任：石原　修太郎

8月25日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾋﾀﾞｶ ｼｭﾝﾀ 鹿児島 － － － － － － ○ ○

1 4 52 日高　駿太(2) 鹿児島高 × × × 3m60

ﾂﾁﾔ ﾀｶｷ 鹿児島 － － － － ○ × ○ ○ × × ×

2 3 57 土屋　空輝(2) 鹿児島高 3m40

ｵｵｶﾞ　ﾘｮｳﾔ 長　崎 － － － － × × ○ × ○ × × ×

3 1 873 大賀　亮也(1) 鹿屋体育大学 3m20

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 鹿児島 ○ ○ ○ × × ×

4 2 924 丸山　航平(1) 鹿児島高 2m40

 男子走高跳
審 判 長：小森　大輔

記録主任：石原　修太郎

8月25日 14:00 決　勝

決　勝　

ｲｼﾊﾗ　ｼｭｳﾀﾛｳ 香　川 － － － － － － × × ○ × ○

1 10 1060 石原　修太郎(3) 鹿屋体育大学 × ○ × × ○ × × × 2m06

ｺｲｿ ﾘｮｳﾀ 鹿児島 － ○ ○ ○ ○ × × ×

2 5 396 小磯　良太 鹿児島陸協 1m80

ﾌｸｼﾏ ﾀｽｸ 鹿児島 － － ○ － ○ × × ×

2 7 71 福島　翼空(2) 鹿児島高 1m80

ﾅｶﾏ ﾋﾋﾞｷ 鹿児島 － × ○ ○ × × ○ × × ×

4 6 72 中間　響(1) 鹿児島高 1m75

ｼﾗｶﾜ ﾀｹﾙ 鹿児島 － ○ × ○ × × ×

5 1 215 白川　尊(2) 鹿屋工業高校 1m70

ﾅｶﾞﾉ ﾄｳﾔ 鹿児島 － － × ○ × × ×

5 9 56 長野　斗哉(2) 鹿児島高 1m70

ｲﾜ ﾀｸﾑ 鹿児島 ○ × ○ × × ×

7 3 58 岩　拓夢(2) 鹿児島高 1m65

ﾀｹｼﾀ ﾏﾅﾄ 鹿児島

2 270 竹下　真翔(1) 出水商 DNS

ﾅｶﾞｴ ｹﾝﾀﾛｳ 鹿児島

4 69 永江　健太郎(4) 鹿大医歯学陸上部 DNS

ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾋﾄ 鹿児島

8 68 横山　遥仁(1) 鹿児島高 DNS
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 男子走幅跳
審 判 長：小森　大輔

記録主任：石原　修太郎

8月25日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜｻｷ　ｺｳｼ 宮　崎 4m85 5m65 6m47 6m47 5m39 6m39 6m65 6m65

1 18 871 岩崎　孝史 鹿屋体育大学 +0.9 +0.6 +1.6 +1.6 +1.3 +1.8 +2.3 +2.3

ﾀｹﾉｳﾁ　ﾄﾓｷ 鹿児島 6m36 6m17 5m40 6m36 4m41 6m20 6m25 6m36

2 1 346 竹之内　智貴 鹿児島南高等学校 +0.9 +0.2 +1.3 +0.9 +0.9 +1.8 +2.2 +0.9

ﾀｹﾓﾄ ﾘｸ 鹿児島 2m89 6m06 × 6m06 6m04 6m23 5m99 6m23

3 13 269 竹元　陸(2) 出水商 +1.0 +0.9 +0.9 0.0 +2.3 +1.0 +2.3

ﾐﾂﾅｶﾞ　ｺｳｷ 鹿児島 × 6m22 × 6m22 6m20 5m97 × 6m22

4 2 654 満永　光貴 国分中央高校 +0.1 +0.1 +0.4 +0.9 +0.1

ﾓﾘﾀ ﾕｳﾔ 鹿児島 － 5m78 6m19 6m19 5m59 6m09 6m09 6m19

5 14 727 森田　雄也(1) 出水高 +1.3 +0.1 +0.1 +0.7 +0.6 +1.8 +0.1

ｾｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 鹿児島 5m71 5m96 5m91 5m96 × × 6m10 6m10

6 16 64 瀬﨑　勝太(1) 鹿児島高 -1.1 +0.2 +0.3 +0.2 +1.4 +1.4

ｱﾘﾏ ｱｷﾋﾃﾞ 鹿児島 5m59 5m72 5m89 5m89 5m59 5m64 5m78 5m89

7 12 433 有馬　彰秀(1) 串良商業高 +1.0 +0.6 +1.3 +1.3 -0.3 +1.5 +1.8 +1.3

ﾄｷﾄｳ ﾘｭｳ 鹿児島 5m77 5m84 4m06 5m84 5m70 5m86 5m66 5m86

8 15 271 時任　琉(1) 出水商 -0.5 +1.3 +0.4 +1.3 +0.7 +1.3 +1.5 +1.3

ｼﾗｶﾜ ﾀｹﾙ 鹿児島 5m82 5m59 5m44 5m82 5m82

9 11 215 白川　尊(2) 鹿屋工業高校 +0.5 +1.6 +1.6 +0.5 +0.5

ｿｷ ﾀｲｼ 鹿児島 － 5m52 5m78 5m78 5m78

10 7 398 曽木　大志(1) 松陽高 -0.2 +0.7 +0.7 +0.7

ｼﾝﾁ ｺｳｷ 鹿児島 5m59 5m36 5m48 5m59 5m59

11 10 230 新地　晃宜(2) 松陽高 +0.7 +1.3 +1.3 +0.7 +0.7

ｺﾀﾞﾏ ｼﾝﾔ 鹿児島 3m53 4m87 5m34 5m34 5m34

12 5 268 児玉　慎弥(2) 出水商 +0.4 +0.8 +0.8 +0.8 +0.8

ﾆｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 鹿児島 5m34 × 4m10 5m34 5m34

13 6 435 西川　颯人(2) 串良商業高 +0.2 -0.2 +0.2 +0.2

ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ 鹿児島 － 5m21 5m08 5m21 5m21

14 9 604 山本　夏樹(1) 鹿屋工業高校 +0.2 +1.7 +0.2 +0.2

ﾐｻｶ　ﾊﾙｷ 鹿児島 4m99 4m89 － 4m99 4m99

15 4 453 美坂　春樹 星峰中学校 +0.6 +0.9 +0.6 +0.6

ﾐﾂﾅｶﾞ ﾘｭｳﾄ 鹿児島 4m83 － 4m79 4m83 4m83

16 8 43 満永　隆斗(3) 鹿児島高 +0.6 +1.1 +0.6 +0.6

ｸﾘﾀ　ﾀｶﾌﾐ 鹿児島

3 26 栗田　貴文 日置市役所 DNS

ｶｼﾜｷﾞ ｼｭｳﾀﾞｲ 鹿児島

17 266 柏木　秀大(2) 出水商 DNS



 男子走幅跳
審 判 長：小森　大輔

記録主任：石原　修太郎

8月25日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜｻｷ　ｺｳｼ 宮　崎 4m85 5m65 6m47 6m47 5m39 6m39 6m65 6m65

1 18 871 岩崎　孝史 鹿屋体育大学 +0.9 +0.6 +1.6 +1.6 +1.3 +1.8 +2.3 +2.3

ﾀｹﾉｳﾁ　ﾄﾓｷ 鹿児島 6m36 6m17 5m40 6m36 4m41 6m20 6m25 6m36

2 1 346 竹之内　智貴 鹿児島南高等学校 +0.9 +0.2 +1.3 +0.9 +0.9 +1.8 +2.2 +0.9

ﾀｹﾓﾄ ﾘｸ 鹿児島 2m89 6m06 × 6m06 6m04 6m23 5m99 6m23

3 13 269 竹元　陸(2) 出水商 +1.0 +0.9 +0.9 0.0 +2.3 +1.0 +2.3

ﾐﾂﾅｶﾞ　ｺｳｷ 鹿児島 × 6m22 × 6m22 6m20 5m97 × 6m22

4 2 654 満永　光貴 国分中央高校 +0.1 +0.1 +0.4 +0.9 +0.1

ﾓﾘﾀ ﾕｳﾔ 鹿児島 － 5m78 6m19 6m19 5m59 6m09 6m09 6m19

5 14 727 森田　雄也(1) 出水高 +1.3 +0.1 +0.1 +0.7 +0.6 +1.8 +0.1

ｾｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 鹿児島 5m71 5m96 5m91 5m96 × × 6m10 6m10

6 16 64 瀬﨑　勝太(1) 鹿児島高 -1.1 +0.2 +0.3 +0.2 +1.4 +1.4

ｱﾘﾏ ｱｷﾋﾃﾞ 鹿児島 5m59 5m72 5m89 5m89 5m59 5m64 5m78 5m89

7 12 433 有馬　彰秀(1) 串良商業高 +1.0 +0.6 +1.3 +1.3 -0.3 +1.5 +1.8 +1.3

ﾄｷﾄｳ ﾘｭｳ 鹿児島 5m77 5m84 4m06 5m84 5m70 5m86 5m66 5m86

8 15 271 時任　琉(1) 出水商 -0.5 +1.3 +0.4 +1.3 +0.7 +1.3 +1.5 +1.3

ｼﾗｶﾜ ﾀｹﾙ 鹿児島 5m82 5m59 5m44 5m82 5m82

9 11 215 白川　尊(2) 鹿屋工業高校 +0.5 +1.6 +1.6 +0.5 +0.5

ｿｷ ﾀｲｼ 鹿児島 － 5m52 5m78 5m78 5m78

10 7 398 曽木　大志(1) 松陽高 -0.2 +0.7 +0.7 +0.7

ｼﾝﾁ ｺｳｷ 鹿児島 5m59 5m36 5m48 5m59 5m59

11 10 230 新地　晃宜(2) 松陽高 +0.7 +1.3 +1.3 +0.7 +0.7

ｺﾀﾞﾏ ｼﾝﾔ 鹿児島 3m53 4m87 5m34 5m34 5m34

12 5 268 児玉　慎弥(2) 出水商 +0.4 +0.8 +0.8 +0.8 +0.8

ﾆｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 鹿児島 5m34 × 4m10 5m34 5m34

13 6 435 西川　颯人(2) 串良商業高 +0.2 -0.2 +0.2 +0.2

ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ 鹿児島 － 5m21 5m08 5m21 5m21

14 9 604 山本　夏樹(1) 鹿屋工業高校 +0.2 +1.7 +0.2 +0.2

ﾐｻｶ　ﾊﾙｷ 鹿児島 4m99 4m89 － 4m99 4m99

15 4 453 美坂　春樹 星峰中学校 +0.6 +0.9 +0.6 +0.6

ﾐﾂﾅｶﾞ ﾘｭｳﾄ 鹿児島 4m83 － 4m79 4m83 4m83

16 8 43 満永　隆斗(3) 鹿児島高 +0.6 +1.1 +0.6 +0.6

ｸﾘﾀ　ﾀｶﾌﾐ 鹿児島

3 26 栗田　貴文 日置市役所 DNS

ｶｼﾜｷﾞ ｼｭｳﾀﾞｲ 鹿児島

17 266 柏木　秀大(2) 出水商 DNS

 男子三段跳
審 判 長：小森　大輔

記録主任：石原　修太郎

8月25日 15:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂｼﾀ ﾀｶﾉﾘ 鹿児島 × 13m90 × 13m90 × 14m14 × 14m14

1 9 9 松下　貴紀 Babbino　Compare +2.3 +2.3 0.0 0.0
ﾐﾂﾅｶﾞ　ｺｳｷ 鹿児島 12m81 13m50 13m12 13m50 13m26 12m98 13m13 13m50

2 2 654 満永　光貴 国分中央高校 +1.1 +1.8 +1.4 +1.8 +2.5 +1.2 +2.4 +1.8
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 鹿児島 13m44 12m94 13m26 13m44 13m22 12m83 12m62 13m44

3 7 67 中村　勇斗(1) 鹿児島高 +2.4 +0.7 +1.1 +2.4 +2.5 +1.4 +0.9 +2.4
ｱｲﾗ ﾊﾙｷ 鹿児島 12m67 13m44 × 13m44 × × × 13m44

4 5 46 姶良　治希(3) 鹿児島高 +1.5 +2.7 +2.7 +2.7
ﾊﾀﾉ　ｼﾞｴｲ 福　岡 13m40 12m93 13m18 13m40 13m20 × 13m38 13m40

5 1 381 畑野　至英 九州産業高校 +2.3 +2.7 +2.2 +2.3 +1.8 +1.6 +2.3
ｼﾝﾁ ｺｳｷ 鹿児島 12m97 13m27 12m84 13m27 × 11m31 12m94 13m27

6 6 230 新地　晃宜(2) 松陽高 +2.0 +2.2 +0.9 +2.2 +1.4 +1.0 +2.2
ﾀｹﾓﾄ ﾘｸ 鹿児島 12m84 11m33 12m57 12m84 12m83 12m75 12m57 12m84

7 8 269 竹元　陸(2) 出水商 +1.9 +0.9 +1.6 +1.9 +2.3 +3.5 +0.6 +1.9
ｱﾘﾏ ｱｷﾋﾃﾞ 鹿児島 12m45 × 11m89 12m45 12m44 × × 12m45

8 3 433 有馬　彰秀(1) 串良商業高 +0.7 +1.1 +0.7 +1.7 +0.7
ｾｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 鹿児島 11m87 × － 11m87 － － － 11m87

9 4 64 瀬﨑　勝太(1) 鹿児島高 +1.0 +1.0 +1.0



 男子三段跳
審 判 長：小森　大輔

記録主任：石原　修太郎

8月25日 15:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂｼﾀ ﾀｶﾉﾘ 鹿児島 × 13m90 × 13m90 × 14m14 × 14m14

1 9 9 松下　貴紀 Babbino　Compare +2.3 +2.3 0.0 0.0
ﾐﾂﾅｶﾞ　ｺｳｷ 鹿児島 12m81 13m50 13m12 13m50 13m26 12m98 13m13 13m50

2 2 654 満永　光貴 国分中央高校 +1.1 +1.8 +1.4 +1.8 +2.5 +1.2 +2.4 +1.8
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 鹿児島 13m44 12m94 13m26 13m44 13m22 12m83 12m62 13m44

3 7 67 中村　勇斗(1) 鹿児島高 +2.4 +0.7 +1.1 +2.4 +2.5 +1.4 +0.9 +2.4
ｱｲﾗ ﾊﾙｷ 鹿児島 12m67 13m44 × 13m44 × × × 13m44

4 5 46 姶良　治希(3) 鹿児島高 +1.5 +2.7 +2.7 +2.7
ﾊﾀﾉ　ｼﾞｴｲ 福　岡 13m40 12m93 13m18 13m40 13m20 × 13m38 13m40

5 1 381 畑野　至英 九州産業高校 +2.3 +2.7 +2.2 +2.3 +1.8 +1.6 +2.3
ｼﾝﾁ ｺｳｷ 鹿児島 12m97 13m27 12m84 13m27 × 11m31 12m94 13m27

6 6 230 新地　晃宜(2) 松陽高 +2.0 +2.2 +0.9 +2.2 +1.4 +1.0 +2.2
ﾀｹﾓﾄ ﾘｸ 鹿児島 12m84 11m33 12m57 12m84 12m83 12m75 12m57 12m84

7 8 269 竹元　陸(2) 出水商 +1.9 +0.9 +1.6 +1.9 +2.3 +3.5 +0.6 +1.9
ｱﾘﾏ ｱｷﾋﾃﾞ 鹿児島 12m45 × 11m89 12m45 12m44 × × 12m45

8 3 433 有馬　彰秀(1) 串良商業高 +0.7 +1.1 +0.7 +1.7 +0.7
ｾｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 鹿児島 11m87 × － 11m87 － － － 11m87

9 4 64 瀬﨑　勝太(1) 鹿児島高 +1.0 +1.0 +1.0


