
平成29年度　鹿児島県高等学校総合体育大会　 決 勝 一 覧 表 ブロック名 鹿児島

第70回　鹿児島県高等学校陸上競技大会 平成29年5月31日(水)～6月3日(土) 　：　鹿児島県立鴨池陸上競技場

日付 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

男 1日 100m 竹之下　卓也(2) 10.92 山崎　陽貴(3) 11.08 橋口　行生(3) 11.13 井田　龍之介(3) 11.19 堂原　紳平(3) 11.21 小川　智裕(2) 11.26 矢野　太星(2) 11.27 瀬脇　叶(3) 11.27

子 風:-0.7 甲南高 川薩清修館高 大島高 鹿児島高 志學館高 鹿児島南高 鹿児島南高 川薩清修館高

ト 3日 200m 竹之下　卓也(2) 21.99 佐方　優介(3) 22.39 橋口　行生(3) 22.42 龍　ミライ(2) 22.49 矢野　太星(2) 22.73 新村　歩夢(2) 22.79 蓑茂　愛光(3) 22.97

ラ 風:-0.2 甲南高 鹿児島高専 大島高 鹿児島南高 鹿児島南高 鹿児島高 鹿児島情報高

ッ 31日 400m 橋元　優成(3) 48.62 井上　聖也(2) 50.00 米田　龍斗(2) 50.30 羽島　義貴(3) 50.74 河野　壱成(1) 50.96 豊森　康平(3) 51.03 砂川　蓮太(3) 52.28 矢野　太星(2) 52.50

ク 川薩清修館高 種子島中央高 松陽高 川内商工高 鹿児島商高 鹿児島情報高 松陽高 鹿児島南高

2日 800m 弓削　佑太(2)  1:57.28 福島　碧海(2)  1:57.47 福石　航也(3)  1:57.79 馬方　勇汰(2)  1:58.14 佐野　裕二郎(3) 1:58.18 石神　夏樹(3)  1:58.28 漆畑　瑠人(2)  1:58.32 松永　悠吾(2)  2:00.08

鹿児島南高 鹿児島工高 鹿児島高 国分中央高 屋久島高 鹿児島玉龍高 鹿児島城西高 出水中央高

31日 1500m 下園　秀明(2)  4:02.75 國本　尚希(3)  4:03.39 永井　大育(3)  4:03.43 松山　勇斗(3)  4:03.55 漆畑　瑠人(2)  4:03.55  4:03.58 福島　碧海(2)  4:04.10

鹿児島南高 出水中央高 樟南高 鹿児島実高 鹿児島城西高 鹿児島工高

2日 5000m 安藤　大樹(3) 14:50.13 永井　大育(3) 14:51.27 山口　賢助(3) 14:55.23 竹井　祐貴(3) 14:57.30 志水　佑守(3) 14:59.61 加藤　大誠(2) 15:07.43 有村　祐亮(2) 15:14.44 松山　勇斗(3) 15:20.45

鹿児島実高 樟南高 鶴丸高 鹿児島中央高 指宿商高 鹿児島実高 鹿児島城西高 鹿児島実高

3日 110mH 井田　龍之介(3) 15.21 眞邉　竜基(2) 15.82 今村　貫介(2) 15.86 馬場園　知哉(3) 16.06 曽田　健造(3) 16.19 立石　海渡(3) 16.22 湯田　祐樹(3) 16.30 當房　樹(1) 17.01

風:-2.3 鹿児島高 鹿児島高 加治木高 鹿児島南高 鹿屋高 明桜館高 出水商高 鹿児島南高

1日 400mH 馬場園　知哉(3) 54.05 吉元　陽太郎(3) 54.72 中川　隆成(3) 54.94 石原　岬(3) 56.11 小磯　良太(3) 56.14 吉満　一真(3) 56.24 中村　成吾(3) 56.59 原囿　圭佑(3) 56.99

鹿児島南高 鹿児島南高 国分中央高 川内高 鹿児島高 鹿児島高 川内商工高 川薩清修館高

3日 3000mSC 國本　尚希(3)  9:21.50 源川　竜也(3)  9:30.40 大迫　一樹(2)  9:31.19 山元　創太(3)  9:32.10 中田　仁(3)  9:35.76 指宿　正登(2)  9:45.43 坂上　優斗(3)  9:55.32 古屋鋪　有真(2)  9:59.07

出水中央高 樟南高 鹿児島工高 鹿児島工高 樟南高 鹿児島工高 鹿児島実高 松陽高

31日 5000mW 垣内　航汰(2) 23:37.13 屋久　楓(3) 23:41.07 松山　淳也(3) 23:52.71 中園　達士(2) 23:53.97 福留　裕介(2) 24:40.97 河野　紘輝(3) 25:45.36 矢野　陽介(3) 25:47.01 下薗　響(2) 26:28.08

鹿児島城西高 鹿児島城西高 鹿屋工高 吹上高 鹿児島工高 加治木工高 屋久島高 鹿児島城西高

1日 4×100mR 川薩清修館高 41.47 鹿児島南高 41.78 鹿児島高 41.87 甲南高 41.98 国分中央高 42.90 加治木高 42.97 松陽高 43.18 大島高 43.31

   瀬脇　叶(3)    龍　ミライ(2)    山上　海(3)    竹之下　卓也(2)    田渕　康成(2)    西溜　優大(3)    今村　京輔(2)    上村　亜伎通(2)

   橋元　優成(3)    矢野　太星(2)    堀之内　友哉(3)    奥　柊大(3)    堀　竜都(2)    今村　貫介(2)    米田　龍斗(2)    橋口　行生(3)

   山崎　陽貴(3)    石原　龍聖(3)    米丸　康平(2)    北村　遥大(3)    川越　晴空人(1)    村橋　暁(3)    松島　光(2)    福﨑　颯(3)

   岡本　将輝(2)    小川　智裕(2)    井田　龍之介(3)    鷲尾　将行(2)    滿留　輝(3)    塚田　夏記(3)    尾上　太一(3)    玉岡　由希(2)

3日 4×400mR 鹿児島南高  3:18.22 川薩清修館高  3:20.88 甲南高  3:21.39 鹿児島高  3:21.70 松陽高  3:22.62 国分中央高  3:25.94 加治木高  3:28.81 鹿児島情報高  3:34.41

   龍　ミライ(2)    原囿　圭佑(3)    北村　遥大(3)    吉満　一真(3)    砂川　蓮太(3)    佐藤　恵斗(1)    久保　郁人(2)    下園　大志(2)

   矢野　太星(2)    山崎　陽貴(3)    竹之下　卓也(2)    山上　海(3)    松島　光(2)    堀　竜都(2)    西溜　優大(3)    豊森　康平(3)

   馬場園　知哉(3)    岡本　将輝(2)    棈松　建臣(3)    久保木　春佑(3)    瀬川　千太朗(3)    寺地　元輝(3)    塚田　夏記(3)    蓑茂　愛光(3)

   吉元　陽太郎(3)    橋元　優成(3)    奥　柊大(3)    井田　龍之介(3)    米田　龍斗(2)    中川　隆成(3)    村橋　暁(3)    山田　豊(2)

男 31日 走高跳 久保木　春佑(3) 1m92 下村　翔英(1) 1m89 佐田　征義(2) 1m89 長野　斗哉(1) 1m83 大窪　竜司(3) 1m80 中村　琳音(3) 1m80 楠元　亮太(2) 1m75 橋本　空良(2) 1m75

子 鹿児島高 甲南高 鹿児島南高 鹿児島高 鹿児島南高 鹿児島高 甲南高 隼人工高

フ 1日 棒高跳 麻生　幹雄(3) 4m90 平園　明久(2) 4m20 貴島　新也(2) 3m70 浦村　有輝(3) 3m60 中釜　仁(3) 3m60 佐尾　奨太(2) 3m50 脇田　大地(2) 3m40 篠原　瑠斗(2) 3m30

ィ 鹿児島南高 EPH・NGR 鹿児島南高 鹿児島南高 鹿児島高 鹿児島高 指宿高 鶴丸高 伊集院高

｜ 2日 走幅跳 石原　龍聖(3)   7m21 有村　拓巳(1)   7m12 岩﨑　孝史(3)   7m03 山上　海(3)   7m00 新豊　航輝(3)   6m92 徳重　史翔(3)   6m79 廣森　敦也(2)   6m61 上園　魁(3)   6m56

ル 鹿児島南高 +3.3 鹿児島南高 +1.1 鹿児島高 +2.7 鹿児島高 +2.5 国分中央高 +0.0 国分中央高 +2.0 鹿児島南高 +1.5 鹿児島高 -0.1

ド 3日 三段跳 岩﨑　孝史(3)  14m81 今村　京輔(2)  14m07 佐田　征義(2)  13m93 松下　悠太郎(2)  13m84 満永　光貴(2)  13m77 有村　拓巳(1)  13m71 上村　泰生(2)  13m46 徳重　史翔(3)  13m39

鹿児島高 +0.4 松陽高 +1.3 鹿児島南高 +1.8 鹿児島高 +3.8 国分中央高 -0.3 鹿児島南高 +1.4 鶴丸高 +3.2 国分中央高 +2.5

31日 砲丸投 榎田　賢人(3)  13m86 杉山　優馬(2)  12m64 能野　康大(3)  12m46 浦口　凱壱(1)  12m40 稲留　啓人(3)  12m24 中村　泰輔(3)  11m51 長嵜　一帆(1)  11m11 桑代　拓大(2)  10m76

伊集院高 鹿児島南高 種子島高 鹿児島南高 鹿児島第一高 鹿児島商高 鹿児島南高 国分中央高

3日 円盤投 宇都　雅樹(3)  39m59 榎田　賢人(3)  37m31 堀ノ内　健介(2)  35m34 中村　泰輔(3)  34m53 永吉　健人(2)  33m38 稲留　啓人(3)  32m78 福滿　将(2)  31m40 能野　康大(3)  31m11

隼人工高 伊集院高 加治木工高 鹿児島商高 鹿児島南高 鹿児島第一高 川薩清修館高 種子島高

2日 ハンマー投 杉山　優馬(2)  48m83 中村　泰輔(3)  44m56 堂原　健世(3)  44m40 戸木田　尚久(3)  38m75 宮﨑　魁應(2)  38m22 宇都　雅樹(3)  37m08 鎌田　岳人(2)  33m42 浦口　凱壱(1)  32m61

鹿児島南高 鹿児島商高 鹿児島水産高 川内高 鹿児島商高 隼人工高 加治木工高 鹿児島南高

1日 やり投 宮原　啓志(3)  56m43 大久保　宥紀(2)  56m19 中城　佑太(2)  53m35 永吉　健人(2)  51m41 川口　琢斗(3)  50m32 石原　駿也(3)  50m24 宇都　雅樹(3)  48m81 榎田　賢人(3)  48m11

国分中央高 鹿児島南高 加治木工高 鹿児島南高 屋久島高 川内高 隼人工高 伊集院高

男 八種競技 佐田　征義(2)  5498 大窪　竜司(3)  4963 市來　拓(3)  4961 立石　海渡(3)  4527 平　歩夢(3)  4420 本　昇喜(2)  4260 宮脇　麟太郎(2)  4205 厚地　凱渡(2)  4152

子 鹿児島南高 鹿児島南高 松陽高 明桜館高 川内高 鹿児島南高 松陽高 川内高
混 100m-LJ-SP 11.46(+0.0)-6m72(+0.9)-10m90 11.73(+0.1)-6m44(+1.4)-9m43 11.70(+0.1)-6m54(1.2)-9m91 11.39(+0.0)-5m84(+0.8)-9m69 11.86(+0.0)-5m52(+2.0)-9m46 12.39(+0.0)-5m69(+0.5)-8m96 11.94(+0.0)-5m64(+1.0)-8m83 12.31(+0.1)-5m53(+1.4)-7m94

成 400m-110mH-JT 51.70-15.59(-0.1)-41m05 53.75-16.51(-0.1)-44m38 53.62-16.61(-0.1)-47m12 52.52-16.42(-0.1)-42m20 53.64-16.43(-0.1)-34m59 54.97-18.95(-0.1)-41m10 53.45-17.64(-0.1)-38m33 55.21-17.41(-0.1)-43m37

HJ-1500m 1m97-4:37.25 1m88-4:53.90 1m67-4:40.61 1m58-5:25.68 1m58-4:44.82 1m76-4:44.56 1m55-5:01.72 1m52-4:45.77

総合 鹿児島南高 116点 鹿児島高 60点 甲南高 24点 川薩清修館高 22点 国分中央高 21点 樟南高 16.5点 松陽高 15点 鹿児島工高 15点

ﾄﾗｯｸ 鹿児島南高 43点 鹿児島高 29点 川薩清修館高 22点 甲南高 19点 樟南高 16.5点 鹿児島工高 15点 鹿児島城西高 13点 出水中央高 11.5点

ﾌｨｰﾙﾄﾞ 鹿児島南高 73点 鹿児島高 31点 伊集院高 11点 国分中央高 11点 鹿児島商高 11点 松陽高 9点 加治木工高 8点 隼人工高 7点

【EPH:県高校ﾀｲ記録　　NGR：大会新記録】

主催：鹿児島県高等学校体育連盟・鹿児島陸上競技協会

記録主任：中江　寿孝　　総務：田代　春樹　　審判長：東村　光弘

　　　有村　颯太(3)　　　出水中央高

同順：久永　悠真(3)　　　樟南高

学校対抗

予選会の校数・人数 日付 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速
5月31日 12:00 曇り 25.2℃ 57% 東 0.1m/s

参加校数 64 6月1日 12:00 曇り 26.6℃ 62% 南南東 1.4m/s
参加人数 789 6月2日 12:00 晴れ 29.4℃ 32% 北西 0.5m/s

6月3日 12:00 晴れ 29.1℃ 42% 南西 3.1m/s



平成29年度　鹿児島県高等学校総合体育大会　 決 勝 一 覧 表 ブロック名 鹿児島

第70回　鹿児島県高等学校陸上競技大会 平成29年5月31日(水)～6月3日(土) 　：　鹿児島県立鴨池陸上競技場

日付 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

女 1日 100m 宇都　那奈美(3) 12.63 山﨑　千聖(1) 12.68 塗木　ひかる(3) 12.75 幾　真希(1) 12.76 牧之段　汐里(3) 12.87 赤塚　海音(3) 12.90 鶴田　詩帆(3) 13.02 宮内　理音(3) 13.06

子 風:-1.6 鹿児島情報高 鹿児島高 甲南高 鹿児島女高 国分中央高 鹿児島高 鹿児島女高 鹿児島南高

ト 3日 200m 淵田　杏奈(3) 25.90 塗木　ひかる(3) 26.11 尾方　晴香(2) 26.14 幾　真希(1) 26.28 宮内　理音(3) 26.41 牧之段　汐里(3) 26.56 田畑　帆乃香(1) 26.60

ラ 風:-1.3 鹿児島女高 甲南高 鹿児島高 鹿児島女高 鹿児島南高 国分中央高 松陽高

ッ 31日 400m 東　真希(3) 58.43 古屋敷　光(3)  1:00.32 下境田　桃香(3) 1:00.63 山口　百香(3)  1:00.94 髙木　美桜乃(3) 1:00.95 前原　あゆみ(2) 1:01.58 郷原　咲帆(3)  1:01.67 森川　夏美(3)  1:02.41

ク 鹿児島女高 川内高 鹿児島女高 鹿児島情報高 鹿児島女高 出水高 鹿屋高 甲南高

3日 800m 久田　ちひろ(3) 2:14.65 山田　れいり(3)  2:15.40 松元　遥香(3)  2:16.87 森　楓花(1)  2:17.65 河野　萌衣(1)  2:18.74 安藤　魅羽(3)  2:19.07 福留　みずき(3)  2:20.40 清水　麗奈(3)  2:28.29

神村学園高 神村学園高 鹿児島高 樟南高 樟南高 鹿児島女高 鹿児島南高 出水中央高

1日 1500m カマウ　タビタ(2) 4:26.55 久田　ちひろ(3)  4:29.37 平田　歩弓(2)  4:33.18 清水　遥加(3)  4:34.03 平島　美来(2)  4:37.59 金丸　清香(3)  4:38.83 前田　海音(3)  4:39.90 塩福　莉音(1)  4:43.24

神村学園高 神村学園高 神村学園高 出水中央高 鳳凰高 鹿児島女高 鹿児島女高 樟南高

3日 3000m カマウ　タビタ(2)  9:13.36 原田　まつり(2)  9:24.23 中尾　友梨奈(2) 9:37.29 平田　歩弓(2)  9:40.20 平島　美来(2)  9:41.60 前田　海音(3)  9:42.78 溝江　悦子(2)  9:53.10 尾方　星華(2)  9:53.36

神村学園高 樟南高 神村学園高 神村学園高 鳳凰高 鹿児島女高 樟南高 樟南高

3日 100mH 川島　杏純(3) 15.19 冨永　莉沙(2) 15.33 海江田　実結(3) 15.60 迫田　夢乃(3) 15.67 田添　有華(2) 16.10 塗木　さくら(1) 16.68 中森　笑弥楽(1) 16.72

風:-1.5 鹿児島高 鹿児島高 伊集院高 鹿児島女高 種子島高 鹿児島女高 鹿児島女高

1日 400mH 淵田　杏奈(3)  1:02.09 冨永　莉沙(2)  1:03.70 廣森　愛乃(2)  1:06.04 迫田　夢乃(3)  1:07.08 曽田　陽菜子(3) 1:07.15 吉留　奈菜(2)  1:07.26 永田　敦美(2)  1:07.50 郷原　咲帆(3)  1:08.95

鹿児島女高 鹿児島高 鹿児島女高 鹿児島女高 鹿屋高 鹿児島高 川内高 鹿屋高

2日 5000mW 大脇　絵里奈(3)27:01.06 森山　奈緒子(2) 28:10.03 三角　彩水(2) 29:02.45 栫山　あかり(3)29:21.27 平山　あやね(3)30:07.28

鹿児島南高 鹿児島南高 屋久島高 鳳凰高 国分中央高

1日 4×100mR 鹿児島女高 48.59 鹿児島高 49.16 鹿児島情報高 49.29 川内高 49.69 鹿児島南高 49.72 甲南高 49.80 国分中央高 49.90

   下田　稚奈(1)    川島　杏純(3)    中村　美咲(2)    松元　佳子(3)    久保　亜早希(3)    塗木　ひかる(3)    小橋口　理子(3)

   淵田　杏奈(3)    尾方　晴香(2)    宇都　那奈美(3)    堀口　夢花(2)    宮内　理音(3)    谷口　智海(3)    牧之段　汐里(3)

   東　真希(3)    山下　永莉子(2)    山口　百香(3)    寺地　美咲(3)    大田　萌香(3)    髙田　麻美(3)    濵田　沙恵理(3)

   幾　真希(1)    赤塚　海音(3)    折尾　夏海(2)    古屋敷　光(3)    安栖　真衣香(2)    森川　夏美(3)    滿留　蘭(1)

3日 4×400mR 鹿児島女高  3:54.79 鹿児島高  4:02.59 川内高  4:03.71 鹿児島情報高  4:04.30 甲南高  4:05.29 国分中央高  4:05.30 鹿児島南高  4:06.96 松陽高  4:08.54

   下境田　桃香(3)    吉留　奈菜(2)    佐藤　彩音(3)    上村　未来(3)    髙田　麻美(3)    小橋口　理子(3)    福留　みずき(3)    田畑　帆乃香(1)

   東　真希(3)    冨永　莉沙(2)    寺地　美咲(3)    山口　百香(3)    塗木　ひかる(3)    牧之段　汐里(3)    宮内　理音(3)    平　菜里花(2)

   髙木　美桜乃(3)    尾方　晴香(2)    大西　智裕(2)    折尾　夏海(2)    谷口　智海(3)    勘場　優里菜(2)    安栖　真衣香(2)    上荒磯　真菜(1)

   淵田　杏奈(3)    赤塚　海音(3)    古屋敷　光(3)    折尾　鈴花(1)    森川　夏美(3)    濵田　沙恵理(3)    大田　萌香(3)    才口　真由(3)

女 3日 走高跳 宮内　理音(3) 1m62 萩原　莉子(2) 1m62 伊地知　茜(3) 1m56 小野　愛那(2) 1m53 永井　栞(2) 1m53 田中　まひろ(3) 1m50 　　　福永　浩愛(3)　 鹿屋高 1m45

子 鹿児島南高 鹿児島南高 鹿児島女高 川内高 国分中央高 鹿児島中央高 同順：新城　梨緒(3) 鹿児島高

同順：田中　由香李(2) 鹿児島女高

フ 2日 棒高跳 吉永　真歩(3) 2m80 山口　華怜(2) 2m70 森本　聖羅(3) 2m70 大田　萌香(3) 2m60 義　莉奈(2) 2m20 新城　梨緒(3) 2m00

ィ 鹿児島高 NPH 鹿屋高 EPH 鹿児島高 EPH 鹿児島南高 徳之島高 鹿児島高

｜ 31日 走幅跳 川島　杏純(3)   5m55 吉盛　天音(3)   5m31 松澤　李夏(1)   5m28 松澤　咲彩(3)   5m24 安栖　真衣香(2)   5m24 林　那奈美(2)   5m20 柿元　紗奈(3)   5m17 北村　杏理(2)   5m01

ル 鹿児島高 +0.0 出水高 +0.9 鹿児島高 +0.1 鹿児島高 +0.0 鹿児島南高 -0.1 国分中央高 +0.8 鹿屋高 +0.5 大島高 +0.4

ド 1日 三段跳 松澤　咲彩(3)  11m25 才口　真由(3)  11m21 柿元　紗奈(3)  11m13 中村　優美菜(3)  11m12 髙田　麻美(3)  10m98 山崎　優里(3)  10m89 安栖　真衣香(2)  10m86 勘場　優里菜(2)  10m28

鹿児島高 +0.2 松陽高 +1.1 鹿屋高 +1.0 鶴丸高 +0.8 甲南高 +0.8 鹿児島高 +0.4 鹿児島南高 +0.5 国分中央高 +0.9

1日 砲丸投 松並　沙紀(3)  11m64 末吉　美帆(3)  10m48 松本　果恋(3)  10m24 黒飛　芙久子(3)   9m87 福留　よしの(2)   9m73 谷口　詩音(3)   9m61 伊地知　麻加(3)   9m43 小松原　未海(1)   9m25

鹿児島女高 鶴丸高 鹿児島南高 鹿児島女高 鹿児島女高 大口明光学園高 鶴丸高 出水商高

2日 円盤投 谷口　詩音(3)  36m36 黒飛　芙久子(3)  34m72 松並　沙紀(3)  30m75 山元　祐季(2)  29m20 重久　那良(3)  29m16 末吉　美帆(3)  29m06 小濱　梓(3)  27m76 須賀　晴美(3)  26m57

大口明光学園高 鹿児島女高 鹿児島女高 鹿児島女高 加治木高 鶴丸高 沖永良部高 鹿児島高

31日 ハンマー投 松並　沙紀(3)  37m78 山﨑　瑛(2)  35m84 平　愛梨(2)  33m23 小濱　梓(3)  31m82 井之上　美都(3)  29m04 黒飛　芙久子(3)  28m41 馬場　梨奈(3)  27m27 川内田　怜美(2)  23m72

鹿児島女高 鹿児島南高 川内高 沖永良部高 明桜館高 鹿児島女高 明桜館高 種子島中央高

31日 やり投 山元　祐季(2)  45m03 吉田　夏菜(3)  37m88 松本　果恋(3)  37m85 後山　登喜美(3)  37m77 久保田さくら(2)  37m46 竹ノ内　英梨(2)  36m25 草野　莉子(2)  34m13 立脇　麻衣(3)  30m62

鹿児島女高 鹿児島玉龍高 鹿児島南高 明桜館高 国分中央高 鹿屋農高 鹿屋高 尚志館高

女 2日 七種競技 松元　佳子(3)  3980 四元　眞夢(2)  3935 野平　まどか(2)  3909 北村　杏理(2)  3890 松澤　咲彩(3)  3629 松澤　李夏(1)  3318 山崎　優里(3)  3178 林　愛(1)  3172

子 川内高 松陽高 種子島中央高 大島高 鹿児島高 鹿児島高 鹿児島高 松陽高
混 100mH-HJ-SP 16.61(-0.9)-1m58-6m78 16.29(-0.9)-1m40-8m66 16.10(-0.9)-1m49-7m05 17.38(-0.9)-1m43-8m27 16.46(+1.0)-1m46-5-7m98 15.96(-0.9)-1m43-5m95 16.82(-0.9)-1m37-5m20 18.46(+1.0)-1m40-8m83

成 200m-LJ 27.29(+2.9)-4m74(-0.3) 27.02(-0.6)-4m97(+1.1) 26.88(-0.6)-4m81(-1.6) 27.23(-0.6)-5m00(-0.4) 28.19(-0.6)-5m11(+1.7) 28.36(+2.9)-5m51(-0.4) 28.14(-0.6)-5m11(-1.4) 27.96(+2.9)-3m95(+1.0)

JT-800m 25m96-2:27.26 29m63-2:40.17 25m17-2:33.93 31m15-2.35.53 22m48-2:50.87 15m71-3:10.79 12m09-2:45.98 19m32-2:41.19

総合 鹿児島女高 96点 鹿児島高 75点 鹿児島南高 44点 神村学園高 39点 川内高 25点 鹿児島情報高 16点 甲南高 14点 鹿屋高 11点

トラック 鹿児島女高 56点 鹿児島高 41点 神村学園高 39点 鹿児島情報高 16点 鹿児島南高 15点 川内高 12点 甲南高 12点 樟南高 10点

フィールド 鹿児島女高 40点 鹿児島高 34点 鹿児島南高 29点 川内高 13点 松陽高 10点 鹿屋高 9点 鶴丸高 9点 大口明光学園高 7点

【NPH:県高校新記録   EPH:県高校ﾀｲ記録】

主催：鹿児島県高等学校体育連盟・鹿児島陸上競技協会

記録主任：中江　寿孝　　総務：田代　春樹　　審判長：東村　光弘

学校対抗

予選会の校数・人数 日付 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速
5月31日 12:00 曇り 25.2℃ 57% 東 0.1m/s

参加校数 51 6月1日 12:00 曇り 26.6℃ 62% 南南東 1.4m/s
参加人数 458 6月2日 12:00 晴れ 29.4℃ 32% 北西 0.5m/s

6月3日 12:00 晴れ 29.1℃ 42% 南西 3.1m/s


