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１００ｍ

１年 １１”９ 中屋　翔太 名瀬 １３”１８ 元田　蓮太 面縄 １３”２１ 久保　新 面縄 １３”３４ 加島　優太 喜界 １３”５１ 西岡　光 名柄 １３”６７ 柳　直玖 龍南 １３”９６ 盛　裕真 小宿

１００ｍ ２年 １１”５ 元田　大勇 面縄 １１”７５ 勝　 優晴 名瀬 １２”５４ 坂元　良太朗 亀津 １２”５７ 小倉　大輝 住用 １３”０３ 岡元　隆真 東天城 １３”０５ 前田　圭一 城ケ丘 １３”０９ 餅田　樹 面縄１００ｍ

３年 １１”４ 大江　祐輔
村吉　星児

城ヶ丘 １２”１７ 玉岡 由希 名瀬 １２”４４ 竹田　空洋 朝日 １２”４９ 基島　大地 喜界 １２”６９ 久　康太郎　　 朝日 １２”７６ 久保　龍助 喜界 １２”９７ 大保　勇泰 亀津

１５００ｍ

１年 ４’２９”９ 元田　幸祐 田検 ４’４１”２ 亘　遼馬 城ケ丘 ４’５０”７ 勝山　康生 龍南 ４’５４”４ 徳丸　寛太 朝日 ４’５７”７ 時田　颯太 田検 ４’５８”１ 菱沼　大晟 阿木名 ５’００”０ 福田　俊介 赤木名

１５００ｍ ２年 ４’２４”８ 元田　幸祐 田検 ４’３７”９ 小野寺　佑太 与論 ４’３８”０ 平　南一輝 城ケ丘 ４’３９”６ 向井　大賀 喜界 ４’４０”６ 廣 怜男奈 名瀬 ４’４５”５ 前　紫葉 田皆 ４’５０”４ 市來崎裕政 喜界１５００ｍ

３年 ４’２０”８ 武田　慎之介 和泊 ４’２７”３ 重信　拓海 朝日 ４’３４”１ 森　翔哉 笠利 ４’３５”３ 松元　魁斗 城ケ丘 ４’３６”４ 模　　幸正 喜界 ４’３９”１ 裾分　啓生 与論 ４’４１”６ 白井　和貴 小宿

２００ｍ 共通 ２３”１ 大江　祐輔　 城ヶ丘 ２４”１９ 玉岡　由希 名瀬 ２４”３３ 勝　優晴 名瀬 ２４”９９ 竹田　空洋 朝日 ２５”３０ 久保　龍助 喜界 ２５”４３ 徳田　竜希 古仁屋 ２５”５８ 山田　豊 田皆

４００ｍ 共通 ５３”８ 村田　丈尚 龍南 ５６”８１ 甲斐　民和都 知名 ５８”３９ 清正　詩音 龍南 ５８”９９ 圓山　明博 金久 ５９”１５ 中村　玲王 知名 ５９”３４ 木村　耕大 金久 ５９”６４ 田中　颯汰龍 朝日

８００ｍ 共通 　２’０６”４ 三浦　大輝 第一 　２’１０”５ 森　翔哉 笠利 　２’１２”１ 徳山　琢摩 朝日 　２’１２”４ 裾分　啓生 与論 　２’１３”０ 朝戸　隆勝 知名 　２’１５”０ 山田　響生 金久 　２’１５”６ 吉田　晃輔 与論

３０００ｍ 共通 ９’２４”０ 元田　幸祐 田検 ９’２９”３ 重信　拓海 朝日 ９’５４”７ 榮　友次郎 赤木名 10’０１”２ 垣内　航汰 与論 10’０３”１ 前島　諒人 朝日 10’１３”１ 松元　魁斗 城ケ丘 10’１３”５ 島　聡志 和泊

１００ｍＨ 低学年 １５”２
永田　淳治
八木　和哉
山元　学

和泊
亀津
大川

１５”６９ 松田  颯太 和泊 １６”１１ 田中　天智龍 朝日 １６”８２ 餅田　樹 面縄 １８”４７ 下田　葵 金久 １８”７４ 藤村　良輝 喜界 １９”２１ 屋　大介 小宿

110MH 共通 １６”０ 八木　和哉 亀津 １７”８３ 福田　眞音 龍南 １８”７４ 南山　涼弥 知名 １９”９９ 春田　星斗 大川 ２０”１３ 喜友名　龍弥 与論 ２０”５５ 泉　星伍 小宿 ２０”８３ 前島　諒人 朝日

４×１００ｍＲ 低学年 ４８”９ 郡・平田・求・郡 金久 ５０”７８５０”７８ 面縄 ５１”４８５１”４８ 名瀬 ５２”２７５２”２７ 朝日 ５２”３２５２”３２ 喜界 ５３”３８５３”３８ 知名 ５３”５０５３”５０ 小宿

４×１００ｍＲ 共通 ４６”８ － 亀津 ４７”２１４７”２１ 朝日 ４７”６６４７”６６ 喜界 ４８”５７４８”５７ 名瀬 ４９”２５４９”２５ 知名 ４９”５４４９”５４ 古仁屋 ４９”８７４９”８７ 龍南

走高跳 共通 １ｍ８３ 藤原　稔城 名柄 1m50 宮田　祐太 北 1m45 朝谷　海哉 古仁屋 1m45 泊　広明 笠利 1m40 重山　音亜 龍北 1m35 長井　海翔 龍北 1m35 田畑　直啓 名瀬

走幅跳 共通 ６ｍ２１ 山元　学 大川 5m68 上村　亜伎通 朝日 5m29 徳　賢志朗 秋徳 5m26 東　祐太朗 名瀬 5m23 赤塚　英吾 朝日 5m10 南山　涼弥 知名 5m05 西松　優貴 天城

砲丸投 共通 １２m０９ 清原　和樹 押角 10m31 新屋  誠 和泊 9m26 磯　城太郎 阿木名 8m65 越間　皓星 笠利 8m60 松村　裕太郎 城ケ丘 8m51 福島　龍道 朝日 8m11 牧　海裕 住用

三段跳 共通 １２m２９ 永吉　清人 和泊 11m75 恵　優之介 金久 11m70 赤塚　英吾 朝日 11m57 上村亜伎通 朝日 11m05 吉原　拓郎 喜界 9m70 盛岡　雄大 金久

学校対抗順位学校対抗順位学校対抗順位学校対抗順位学校対抗順位 １位 朝日（７３）朝日（７３） ２位 名瀬（４０）名瀬（４０） ３位 喜界（３４）喜界（３４） ４位 知名（２４）知名（２４） 5位 面縄（２２）面縄（２２） ６位 城ケ丘（２２）城ケ丘（２２）
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