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第66回　鹿児島県高等学校新人陸上競技大会 2022年9月14日(水)～16日(金)

第40回　全九州高等学校新人陸上競技大会予選会 決勝一覧表
白波スタジアム

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子 9/15 100m 小田　槇太朗(1) 11.09 堀之内　陽いろ(2) 11.27 馬場　海吏(1) 11.31 狩集　徠羽(1) 11.38 長松院　寛太(1) 11.40 清水　雅人(2) 11.41 大久保　颯(2) 11.45 渡邉　倫大(2) 11.52

ラ･サール高 -1.8 甲南高 -1.8 鹿児島南高 -1.8 鹿児島南高 -1.8 鹿児島商高 -1.8 大島高 -1.8 鹿児島高 -1.8 加治木高 -1.8 

男子 9/16 200m 馬場　海吏(1) 21.90 小田　槇太朗(1) 21.92 濵村　凌空(2) 22.12 清水　雅人(2) 22.40 堀之内　陽いろ(2) 22.45 狩集　徠羽(1) 22.62 古市　聖剛(1) 23.00 中島　颯大(2) 23.43
鹿児島南高 +1.5 ラ･サール高 +1.5 鹿児島商高 +1.5 大島高 +1.5 甲南高 +1.5 鹿児島南高 +1.5 鹿児島中央高 +1.5 出水高 +1.5 

男子 9/14 400m 金城　篤哉(1) 48.46 坂元　龍晟(2) 48.74 花田　琥太郎(2) 51.52 種田　航生(1) 51.74 有村　優咲(2) 52.61 日高　悠翔(1) 53.70 上桝　琉衣(1) 55.29 窪田　健聖(1)  1:24.10
鹿児島南高 鹿児島南高 鹿児島中央高 松陽高 松陽高 鶴翔高 鹿児島高 川薩清修館高

男子 9/16 800m 坂元　龍晟(2)  1:53.89 鹿嶋　一希(2)  1:59.95 矢野　陽大(2)  2:00.11 地所　莉央(1)  2:00.33 牛原　幸英(1)  2:01.93 村山　天斗(2)  2:02.31 吉元　鷹士郎(2)  2:03.26 飯牟禮　孔暉(2)  2:10.09
鹿児島南高 樟南高 鹿児島城西高 鹿児島城西高 鹿児島工高 鹿児島商高 鹿児島高 鹿児島高

男子 9/14 1500m 立迫　大徳(2)  3:56.09 日野　拓夢(2)  3:59.02 松尾　和真(1)  3:59.30 小田　夕琥(2)  4:02.28 鹿嶋　一希(2)  4:02.60 安永　圭汰(2)  4:04.05 辻田　鉄人(2)  4:05.51 重森　朝陽(2)  4:09.03
鹿児島城西高 鹿児島工高 出水中央高 鹿児島城西高 樟南高 鹿児島南高 国分中央高 鹿児島実高

男子 9/15 5000m 飯田　翔大(2) 15:02.23 坂田　創史(2) 15:03.82 櫨元　優馬(1) 15:05.99 有馬　貫太(2) 15:09.77 柿内　心温(2) 15:16.15 辻田　鉄人(2) 15:35.87 日野　拓夢(2) 15:43.79 馬場　樹哉(2) 15:48.19
出水中央高 出水中央高 鹿児島城西高 樟南高 鹿児島実高 国分中央高 鹿児島工高 国分中央高

男子 9/16 110mH 木下　聖太(1) 15.20 松島　悠斗(1) 15.92 馬立　梨玖(2) 16.32 雪丸　凌駕(2) 16.40 有郷　莉玖(1) 16.44 萩﨑　駿矢(2) 16.76 中島　廉太郎(2) 17.01 猪木　優心(1) 17.10
(1.067/9.14m) 川薩清修館高 +1.1 鹿児島高 +1.1 鹿児島商高 +1.1 鹿児島商高 +1.1 鹿児島高 +1.1 鹿屋工高 +1.1 鹿児島南高 +1.1 鹿児島南高 +1.1 

男子 9/15 400mH 木下　聖太(1) 55.15 藤山　大輔(2) 56.32 馬立　梨玖(2) 57.57 德永　煌介(2) 57.73 川﨑　隼人(1)  1:00.39 猪木　優心(1)  1:01.12 有郷　莉玖(1)  1:04.39
(0.914/35m) 川薩清修館高 川内高 鹿児島商高 鹿児島高 鹿児島商高 鹿児島南高 鹿児島高

男子 9/16 3000mSC 花輪　琉太(2)  9:38.63 鎌田　結人(2)  9:39.96 大礒　翔平(2)  9:42.45 中原　大地(2)  9:45.90 中園　勁翔(1)  9:52.07 政　仁斗(2) 10:10.82 末永　諒馬(2) 10:16.79 橋口　晋賀(1) 10:32.91
(0.914m) 鹿児島城西高 鹿児島城西高 出水中央高 鹿児島工高 鹿児島高 鹿児島実高 鹿児島高 鹿児島工高

男子 9/14 5000mW 原　勇輔(2) 23:05.17 濵本　翔太(2) 23:57.40 寺原　一輝(2) 25:48.62 堀切　颯真(2) 26:07.62 加治屋　恵吾(1) 27:37.92 宮里　海世(1) 27:51.86 作城　柘哉(1) 29:13.73 宮下　了(1) 30:38.78
大島高 鹿児島高 鹿児島南高 鹿児島高 鹿児島南高 鹿児島商高 鹿児島工高 鹿児島商高

男子 9/14 4×100m 鹿児島南高 42.23 鹿児島商高 42.79 国分中央高 42.85 鹿児島高 42.87 鹿児島中央高 43.45 松陽高 43.52 川内高 44.34
  福田　雄大(2)   雪丸　凌駕(2)   東杢比野　涼介(1)   川上　鼓太郎(1)   谷口　陽太(1)   宝蔵　僚太(1)   宮脇　晟也(2)
  狩集　徠羽(1)   長松院　寛太(1)   池田　拓海(2)   大久保　颯(2)   古市　聖剛(1)   種田　航生(1)   藤山　大輔(2)
  馬場　海吏(1)   濵村　凌空(2)   増田　竜大(2)   古河　叶羽(2)   花田　琥太郎(2)   山口　公平(1)   上園　来咲(1)
  金城　篤哉(1)   紙屋　瑠希(2)   前田　栄翔(1)   有郷　莉玖(1)   加行　環(2)   有村　優咲(2)   増田　聖凪(2)

男子 9/16 4×400m 鹿児島南高  3:18.04 松陽高  3:26.03 鹿児島中央高  3:26.47 川薩清修館高  3:28.10 鹿児島高  3:28.22 川内高  3:29.54 鹿児島商高  3:32.82 鶴翔高  3:37.08
  福留　聖翔(2) NGR   山口　公平(1)   加行　環(2)   木下　聖太(1)   上桝　琉衣(1)   宮脇　晟也(2)   川﨑　隼人(1)   肱黒　志祐(2)
  金城　篤哉(1)   種田　航生(1)   花田　琥太郎(2)   下野　祐真(2)   井之上　幸輝(1)   加治木　謙太(2)   濵村　凌空(2)   日高　悠翔(1)
  福田　雄大(2)   濵田　凌司(1)   谷口　陽太(1)   松﨑　龍斗(1)   有郷　莉玖(1)   増田　聖凪(2)   福山　翔(2)   桐原　俊汰郎(1)
  坂元　龍晟(2)   有村　優咲(2)   肝付　浩太郎(2)   窪田　健聖(1)   飯牟禮　孔暉(2)   藤山　大輔(2)   馬立　梨玖(2)   簗瀬　真生(2)

男子 9/16 走高跳 山之内　壮吾(2) 1m89 岩下　優世(2) 1m86 田平　海心(1) 1m83 前田　琉偉(1) 1m80 坂元　優太朗(1) 1m70 田畑　郁実(2) 1m70 片平　大稀(2) 1m65 同順：上野　叶陽(1) 1m65
国分高 鹿児島高 鹿児島南高 鶴翔高 鹿児島中央高 鹿児島南高 甲南高 国分中央高

男子 9/14 棒高跳 大内山　莉玖(2) 4m40 荘司　怜(2) 3m80 服部　宏人(1) 3m60 岩元　敦史(2) 3m40 久保園　琉生(1) 3m40 蔵元　真廣(1) 3m20
甲南高 鹿児島商高 鹿児島南高 鹿児島南高 鹿児島高 鹿児島高

男子 9/14 走幅跳 福留　聖翔(2) 7m11 増田　竜大(2) 6m94 田平　海心(1) 6m77 瀬戸口　隆貴(2) 6m65 雪丸　凌駕(2) 6m61 元田　葉月(2) 6m58 大野　貴博(2) 6m56 吉崎　聖矢(2) 6m51
鹿児島南高 +0.4 国分中央高 +2.7 鹿児島南高 +3.7 武岡台高 +1.4 鹿児島商高 +1.6 加治木工高 +1.2 鹿児島高 +2.3 頴娃高 +2.5 

男子 9/15 三段跳 福留　聖翔(2) 13m89 永吉　悠人(2) 13m78 新留　宙(2) 13m63 大内山　莉玖(2) 13m51 元田　葉月(2) 13m41 福山　翔(2) 13m36 岩下　優世(2) 12m70 福添　相人(2) 12m40
鹿児島南高 +3.2 鹿児島南高 +3.1 国分高 +2.4 甲南高 +2.6 加治木工高 +2.3 鹿児島商高 +1.4 鹿児島高 +2.4 楠隼高 +2.5 

男子 9/15 砲丸投 弓削　大輔(2)  12m07 古城　頼斗(2)  11m87 坂本　蓮(1)  11m17 増本　大幹(1)  11m10 宮原　史凪(2)  11m08 松久保　海羽(1)  10m86 市来　瑛杜(1)  10m50 尾瀬　太陽(1)  10m45
(6.000kg) 開陽高 出水商高 沖永良部高 出水高 鶴翔高 鹿児島商高 鹿児島南高 鹿児島高

男子 9/16 円盤投 弓削　大輔(2)  35m02 中島　彰吾(2)  32m27 中園　大貴(2)  30m51 田邉　奏侍(1)  29m78 尾瀬　太陽(1)  28m58 茶園　陸(2)  26m46 藤川　楽人(2)  25m19 有馬　聖人(2)  24m16
(1.750kg) 開陽高 加治木工高 川内高 鹿児島南高 鹿児島高 鳳凰高 加治木工高 甲南高

男子 9/14 ハンマー投 中園　大貴(2)  45m26 市来　瑛杜(1)  40m01 増本　大幹(1)  37m02 宮原　史凪(2)  36m45 石黒　一成(2)  36m01 古城　頼斗(2)  34m80 橋元　星侑(2)  33m43 丸田　脩人(2)  23m27
(6.000kg) 川内高 鹿児島南高 出水高 鶴翔高 鹿児島高 出水商高 鹿児島南高 大島高

男子 9/15 やり投 野島　慶翔(2)  55m27 橋元　星侑(2)  54m52 中島　彰吾(2)  54m02 丸田　脩人(2)  48m13 若松　孫澄(2)  45m08 野﨑　創太(2)  41m95 藤川　楽人(2)  40m46 坂本　蓮(1)  36m98
(0.800kg) 鹿児島南高 鹿児島南高 加治木工高 大島高 与論高 鹿児島中央高 加治木工高 沖永良部高

男子 9/14 八種競技 田畑　秀磨(2)  4347 宮脇　晟也(2)  4304 松島　悠斗(1)  4056 勝田　晴風(2)  3965 吉田　和樹(2)  3799 金城　昂樹(1)  3429 平山　翼(2)  2956 野﨑　創太(2)  2948
9/15 鹿児島高 川内高 鹿児島高 鹿児島玉龍高 加治木高 加治木高 沖永良部高 鹿児島中央高

12.03/+0.2-6m18/+3.8-9m63-56.28 11.61/+0.0-5m92/+3.0-8m86-53.51 12.14/+0.0-5m82/+2.5-8m87-59.52 11.82/+0.2-5m77/+2.5-7m91-55.58 12.44/+0.0-5m80/+1.6-8m89-57.28 12.17/+0.2-5m61/+1.2-6m61-54.94-DQ/ 12.50/+0.0-4m33/+3.1-8m40-1:03.04 12.32/+0.2-5m48/+3.9-6m37-56.77

17.68/-1.4-43m57-1m66-5:09.96 18.34/+1.1-40m75-1m63-5:11.59 17.08/+1.1-31m77-1m66-4:55.77 19.47/-1.4-35m48-1m45-4:39.63 19.71/-1.4-38m13-1m45-4:49.73 26m14-1m72-4:50.29 20.55/+1.1-38m81-1m50-5:48.77 23.51/-1.4-43m65-NM-5:17.69

総合 鹿児島南高 103点 鹿児島高 47点 鹿児島商高 35点 鹿児島城西高 31点 川内高 21点 出水中央高 19点 甲南高 16点 川薩清修館高 15点

ﾄﾗｯｸ 鹿児島南高 51点 鹿児島城西高 31点 鹿児島商高 26点 鹿児島高 25点 出水中央高 19点 川薩清修館高 15点 ラ・サール高 11点 松陽高 11点

ﾌｨｰﾙﾄﾞ 鹿児島南高 52点 鹿児島高 22点 川内高 15点 開陽高 12点 加治木工高 12点 国分高 10点 甲南高 9点 鹿児島商高 9点

凡例（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

100m-走幅跳-砲丸投-400m

110mH-やり投-走高跳-1500m

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

参加校数 58 9月14日 12:00 晴れ 33.9℃ 42.2% 南南東 1.8m/s
参加延人数 1095 9月15日 12:00 晴れ 34.0℃ 45.2% 南南東 2.4m/s

9月16日 12:00 晴れ 31.7℃ 42.1% 北北東 3.7m/s
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第66回　鹿児島県高等学校新人陸上競技大会 2022年9月14日(水)～16日(金)

第40回　全九州高等学校新人陸上競技大会予選会 決勝一覧表
白波スタジアム

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
女子 9/15 100m 坂元　瑠菜(2) 12.41 滿園　彩可(2) 12.49 有川　実花(2) 12.69 間世田　華帆(2) 12.74 福田　陽菜(1) 12.82 赤池　優(2) 12.92 馬場　友莉菜(1) 13.05 山口　紗矢(2) 13.16

鹿児島南高 -0.2 鹿児島高 -0.2 鹿児島南高 -0.2 鹿児島玉龍高 -0.2 川薩清修館高 -0.2 甲南高 -0.2 鹿児島高 -0.2 鹿児島情報高 -0.2 

女子 9/16 200m 坂元　瑠菜(2) 24.96 三宅　咲菜(2) 25.42 滿園　彩可(2) 25.59 本坊　あこ(2) 26.03 福田　陽菜(1) 26.07 馬場　友莉菜(1) 26.12 岩下　理々(2) 26.48 赤池　優(2) 26.95
鹿児島南高 +2.3 鹿児島南高 +2.3 鹿児島高 +2.3 鹿児島中央高 +2.3 川薩清修館高 +2.3 鹿児島高 +2.3 明桜館高 +2.3 甲南高 +2.3 

女子 9/14 400m 佃　華月(1) 58.54 本坊　あこ(2) 59.07 谷山　愛彩(2)  1:01.08 岩下　理々(2)  1:02.15 佐藤　理乃(2)  1:02.24 橋元　幸菜(2)  1:02.72 吉村　愛里(2)  1:02.93 松木　桃愛(2)  1:03.41
鹿児島南高 鹿児島中央高 尚志館高 明桜館高 松陽高 鹿児島高 川内高 鹿児島女高

女子 9/16 800m 長谷川　凜佳(2)  2:20.67 神田　美咲(1)  2:21.24 淺面　カレン(2)  2:21.72 五反田　絵里香(2) 2:22.15 谷山　愛彩(2)  2:23.42 新　菜々美(2)  2:24.17 上　環(1)  2:26.88 前野　結愛(1)  2:31.91
鹿児島高 鹿児島高 鳳凰高 鳳凰高 尚志館高 鹿児島女高 国分中央高 国分中央高

女子 9/14 1500m 蓑毛　愛子(2)  4:31.54 宮内　結愛(2)  4:34.54 長谷川　凜佳(2)  4:35.09 小倉　陽菜(1)  4:36.70 五反田　絵里香(2) 4:39.95 芝﨑　葉音(1)  4:40.89 黒神　璃菜(1)  4:41.37 大脇　美空(2)  4:49.87
鹿児島女高 鳳凰高 鹿児島高 神村学園高 鳳凰高 鹿児島高 神村学園高 国分中央高

女子 9/16 3000m 蓑毛　愛子(2)  9:43.57 宮内　結愛(2)  9:48.66 小倉　陽菜(1)  9:49.51 黒神　璃菜(1)  9:50.20 芝﨑　葉音(1) 10:00.13 岡崎　美波(2) 10:14.86 永吉　愛佳(2) 10:24.53 平野　悠莉(1) 10:25.37
鹿児島女高 鳳凰高 神村学園高 神村学園高 鹿児島高 鳳凰高 鹿児島女高 鹿児島高

女子 9/14 100mH 有川　実花(2) 14.50 柳田　陽香(2) 14.95 井上　ハルカ(1) 15.98 坂野　あやな(1) 17.53 平峯　璃音(1) 17.54 細川　友愛(1) 17.90 神田　麗愛(2) 18.62 駿河　由実(2) 18.90
(0.838/8.5m) 鹿児島南高 -4.1 鹿児島高 -4.1 鹿児島高 -4.1 大島高 -4.1 甲南高 -4.1 甲南高 -4.1 串良商高 -4.1 加治木高 -4.1 

女子 9/15 400mH 佃　華月(1)  1:03.62 橋元　幸菜(2)  1:06.59 松木　桃愛(2)  1:07.22 春田　花梨(2)  1:09.60 服部　美音(1)  1:11.62 神田　麗愛(2)  1:19.13 花田　美優(1)  1:22.09 平峯　璃音(1)  1:28.11
(0.762/35m) 鹿児島南高 鹿児島高 鹿児島女高 松陽高 鹿児島高 串良商高 鶴翔高 甲南高

女子 9/14 5000mW 大山　藍(2) 23:47.28 石川　晴佳(2) 25:49.68 櫻井　ひなた(2) 26:51.19 川路　由真(2) 26:58.13 立石　稀々香(2) 29:05.53 松下　明日香(1) 30:30.71 上夷　亜紀帆(1) 35:15.23
鹿児島女高 NGR 鹿児島高 鳳凰高 鹿児島高 樟南高 鹿児島女高 樟南高

女子 9/14 4×100m 鹿児島南高 48.13 鹿児島高 49.35 川薩清修館高 50.53 甲南高 50.73 鹿児島情報高 50.83 鹿児島女高 51.68 鹿屋高 52.44 松陽高 52.47
  三宅　咲菜(2)   服部　美音(1)   長尾　里奈(2)   華野　桜(2)   田之脇　菜月(1)   若吉　ひより(2)   松元　美月(1)   春田　花梨(2)
  坂元　瑠菜(2)   滿園　彩可(2)   福田　陽菜(1)   赤池　優(2)   山口　紗矢(2)   喜屋武　風花(2)   江藤　梨南子(2)   佐藤　理乃(2)
  有川　実花(2)   柳田　陽香(2)   宮野　咲愛(1)   比良　寧々花(1)   西　こはる(2)   田之脇　いな穂(2)   朝田　真央(1)   上川　もか(1)
  佃　華月(1)   馬場　友莉菜(1)   中須　愛麻(2)   細川　友愛(1)   笛田　真央(1)   松木　桃愛(2)   中畑　唯佳(2)   安部　陽菜(2)

女子 9/16 4×400m 鹿児島南高  4:02.17 鹿児島高  4:03.87 鹿児島女高  4:06.55 鳳凰高  4:08.22 松陽高  4:13.96 鹿児島情報高  4:21.33 川内高  4:24.18 鹿児島中央高  4:31.87
  三宅　咲菜(2)   井上　ハルカ(1)   田之脇　いな穂(2)   淺面　カレン(2)   春田　花梨(2)   西　菜々子(2)   大西　ひなの(2)   本坊　あこ(2)
  坂元　瑠菜(2)   滿園　彩可(2)   松木　桃愛(2)   五反田　絵里香(2)   佐藤　理乃(2)   西　こはる(2)   広島　美紀(2)   有村　眞由(1)
  有川　実花(2)   森　あおい(2)   新　菜々美(2)   岡崎　美波(2)   佐伯　姫織(1)   山口　紗矢(2)   栗野　愛彩(1)   西田　光江(1)
  佃　華月(1)   長谷川　凜佳(2)   蓑毛　愛子(2)   宮内　結愛(2)   山下　れもん(1)   笛田　真央(1)   吉村　愛里(2)   北野　紗衣(1)

女子 9/14 走高跳 西川　雛羽(1) 1m65 早瀬　葵(2) 1m62 若吉　ひより(2) 1m59 横村　澪南(1) 1m56 若尾　奏来(1) 1m56 川口　莉來(1) 1m30
鹿児島高 甲南高 鹿児島女高 鹿児島高 甲南高 武岡台高

女子 9/15 棒高跳 田原　夕愛(2) 3m21 喜屋武　風花(2) 2m80 稲留　さと(1) 2m50 若吉　ひより(2) 2m00 川内　愛里(1) 2m00
鹿児島高 NGR 鹿児島女高 鹿児島高 鹿児島女高 鹿屋工高

女子 9/15 走幅跳 柳田　陽香(2) 5m52 田之脇　いな穂(2) 5m42 中須　愛麻(2) 5m24 永里　晶(1) 5m20 宮下　愛那(2) 4m79 栫　早和(1) 4m78 文　みらい(1) 4m74 華野　桜(2) 4m73
鹿児島高 +3.5 鹿児島女高 -0.2 川薩清修館高 +2.1 甲南高 +0.4 鹿児島玉龍高 +3.4 鹿児島高 -2.3 大島高 +1.7 甲南高 +4.0 

女子 9/16 三段跳 早瀬　葵(2) 11m33 永里　晶(1) 11m15 井上　ハルカ(1) 11m12 鶴田　千花(2) 10m97 二階　未優(2) 10m84 田之脇　いな穂(2) 10m78 川原　和香(1) 10m52 浅谷　花菜(1) 9m87
甲南高 +2.0 甲南高 +0.1 鹿児島高 +1.7 武岡台高 +0.8 串良商高 +3.6 鹿児島女高 +1.2 鹿児島高 +3.3 国分中央高 +1.5 

女子 9/16 砲丸投 三反田　果穂(2)  10m46 久保　夏海(1)   9m76 稲付　日和(2)   8m74 野崎　葵(1)   7m94 床次　春花(1)   7m88 中山　純菜(2)   7m82 田代　麗美(1)   5m83 奥山　沙貴(2)   5m47
(4.000kg) 鹿児島南高 鹿児島高 鹿児島高 加治木工高 武岡台高 鹿屋高 明桜館高 武岡台高

女子 9/15 円盤投 三反田　果穂(2)  30m53 山下　心暖(2)  26m87 山下　愛心(1)  26m33 山内　結愛(1)  21m32 小川　天(1)  20m07 渡邊　羽亜琉(1)  18m14 野崎　葵(1)  18m03 田嶋　莉晏(1)  17m50
(1.000kg) 鹿児島南高 鹿児島高 鹿児島高 出水商高 川内商工高 国分中央高 加治木工高 出水商高

女子 9/14 ハンマー投 中尾　華綸(2)  28m01 山内　結愛(1)  24m12 渡　美々香(1)  22m90 山下　心暖(2)  21m27 久保　夏海(1)  21m00 田嶋　莉晏(1)  20m73
(4.000kg) 出水高 出水商高 鹿児島南高 鹿児島高 鹿児島高 出水商高

女子 9/14 やり投 西迫　蘭(2)  37m91 稲付　日和(2)  35m13 渡　美々香(1)  34m55 山下　愛心(1)  33m04 小川　天(1)  30m01 平良　梨夏(1)  24m28 山根　ゆうは(2)  22m99 山本　彩純(1)  18m52
(0.600kg) 鹿児島南高 鹿児島高 鹿児島南高 鹿児島高 川内商工高 垂水高 鳳凰高 出水工高

女子 9/15 七種競技 中島　夏那(2)  3397 若尾　奏来(1)  3266 北山　そよか(2)  3210 楮山　世來(2)  3057 清水　愛美(2)  2944 前山　みずき(1)  2495 渡邊　羽亜琉(1)  1891
9/16 鹿児島高 甲南高 国分中央高 鹿児島女高 鹿児島高 大島高 国分中央高

16.21/+1.1-1m39-6m09-28.30/-2.3 17.13/+1.1-1m57-6m32-29.30/-2.3 18.66/+1.1-1m36-5m89-28.09/-2.3 17.96/+1.1-1m42-6m11-28.66/-2.3 18.38/+1.1-1m15-6m79-28.97/-2.3 18.15/+1.1-1m30-5m84-29.94/-2.3 27.31/+1.1-1m10-6m65-31.04/-2.3

4m35/+4.0-26m52-2:44.73 4m62/+2.6-15m98-2:47.97 4m77/+3.3-25m08-2:42.28 4m45/+3.6-19m35-2:48.49 4m46/+4.7-28m03-2:47.23 4m34/+4.0-13m48-3:06.28 3m83/+3.9-23m03-3:04.02

総合 鹿児島高 132点 鹿児島南高 77点 鹿児島女高 50点 甲南高 33点 鳳凰高 27点 川薩清修館高 12点 神村学園高 10点 出水商高 9点

ﾄﾗｯｸ 鹿児島高 63点 鹿児島南高 51点 鹿児島女高 29点 鳳凰高 27点 神村学園高 15点 鹿児島中央高 10点 川薩清修館高 8点 松陽高 7点

ﾌｨｰﾙﾄﾞ 鹿児島高 69点 鹿児島南高 26点 甲南高 26点 鹿児島女高 21点 出水商高 6点 出水高 6点 武岡台高 6点 国分中央高 5点

凡例（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

学校対抗

100mH-走高跳-砲丸投-200m

走幅跳-やり投-800m

予選会の校数・人数 日付 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速

参加校数 48 9月14日 12:00 晴れ 33.9℃ 42.2% 南南東 1.8m/s
参加人数 680 9月15日 12:00 晴れ 34.0℃ 45.2% 南南東 2.4m/s

9月16日 12:00 晴れ 31.7℃ 42.1% 北北東 3.7m/s


