
順 記録 風力 氏　　　名 年 所属 月日 大会名 場所 備考

1 10.47 +1.6 日高　一慶 宮崎ＡＣ 10/2 国民体育大会 千葉

2 10.66 +0.4 米原　翔太 3 中京大 5/15 東海学生 瑞穂 (追参)10.57

3 10.99 +1.4 中西　成彬 2 福岡大 7/10 県選手権 県総合

4 11.00 -0.4 髙須　力樹 3 宮崎北 5/30 県総体 県総合 (追参)10.99

4 11.00 +2.0 廣津　大介 3 宮崎工 5/30 県総体 県総合

4 11.00 +1.2 山本　大介 2 宮崎北 8/8 強化記録会 県総合

7 11.03 -0.2 髙須　大樹 3 都留文大 8/19 関甲信 松本平 (追参)10.89

8 11.06 +1.0 小田　敏輝 3 宮崎南 4/24 高校ジュニア 県総合 (追参)10.99

9 11.08 +2.0 作　　紀昂 2 宮崎大宮 5/30 県総体 県総合

10 11.10 +1.8 矢野    仁 3 宮崎工 8/8 強化記録会 県総合 (追参)11.09

10 11.10 +2.0 杉本　卓海 2 名桜大 6/5 名桜大記録会 沖縄 (追参)11.00

順 記録 風力 氏　　　名 年 所属 月日 大会名 場所 備考

1 21.65 +1.0 上野　博文 4 大分大 5/1 大分県選手権 大分大

2 21.74 +0.1 中西　成彬 2 福岡大 8/28 福大競技会 福岡大

3 21.90 +2.0 山本  大介 2 宮崎北 4/25 高校ジュニア 県総合

4 22.24 +1.6 矢野    仁 3 宮崎工 6/1 県総体 県総合

4 22.24 -1.0 米原　翔太 3 中京大 7/11 県選手権 県総合

6 22.28 +0.6 辻田　知晃 2 順大 8/22 順大記録会 順大

7 22.37 +0.7 奥野　大輔 2 大分大 4/17 九州医科学 県総合

8 22.40 +0.7 小田  敏輝 3 宮崎南 5/8 高校記録会 県総合

9 22.51 +1.5 森　　春樹 宮崎ＡＣ 8/8 強化記録会 県総合

10 22.54 +1.6 吉田  翔太 3 宮崎工 6/1 県総体 県総合

順 氏　　　名 年 所属 月日 大会名 場所 備考

1 籾木　勝吾 1 中京大 8/8 強化記録会 県総合

2 山本  大介 2 宮崎北 7/29 全国高校総体 沖縄

3 奥野　大輔 2 大分大 7/10 県選手権 県総合

4 吉田    翼 1 宮崎工 5/29 県総体 県総合

5 丸山  裕生 3 延岡 7/29 全国高校総体 沖縄

6 野上  尭史 3 宮崎工 5/29 県総体 県総合

7 矢野    仁 3 宮崎工 5/29 県総体 県総合

8 満吉  公一 2 延岡商 10/16 県北記録会 西階

9 福島　崇将 1 名桜大 9/19 九州学生 久留米

10 髙山  直人 2 都城工 10/8 全九州新人 熊本

順 氏　　　名 年 所属 月日 大会名 場所 備考

1 甲斐　研人 1 日体大 10/23 日体大長距離 日体大

2 牛水　将憲 4 宮崎大 8/21 九州選手権 本城

3 田中  駿伍 2 五ヶ瀬 10/9 全九州新人 熊本

4 高橋  秀尚 2 日南 10/9 全九州新人 熊本

5 松木　祐樹 4 宮崎大 8/21 九州選手権 本城

6 児玉勇太朗 3 宮崎西 7/11 県選手権 県総合

7 野上  尭史 3 宮崎工 6/19 南九州大会 沖縄

8 政野　史聖 1 山梨学院大 8/21 九州選手権 本城

9 佐藤  仁伸 3 宮崎北 5/8 高校記録会 県総合

10 谷川  浩太 3 宮崎工 4/25 高校ジュニア 県総合

50.51

50.06

男子　１００ｍ

男子　２００ｍ

男子　４００ｍ
記録

49.35

49.80

48.57

49.99

47.51

記録

1.59.29

2.01.08

2.00.16

1.50.32

50.40

50.52

49.05

1.59.17

2.00.79

2.00.27

1.56.54

1.59.44

男子　８００ｍ

2.00.46



順 氏　　　名 年 所属 月日 大会名 場所 備考

1 松尾　良一 旭化成 9/29 全日本実業団 新潟

2 甲斐　優人 3 拓大 5/1 日体大長距離 日体大

3 小西  雄介 3 小林 5/15 熊本長距離 水前寺

4 甲斐　研人 1 日体大 6/27 日体大競技会 日体大

5 牛水　将憲 4 宮崎大 8/22 九州選手権 県総合

6 松田　和真 1 中京大 4/11 東海春季大会 知多

7 西郷　貴之 3 小林 5/15 熊本長距離 水前寺

8 廣末    香 2 小林 5/15 熊本長距離 水前寺

9 児玉勇太朗 3 宮崎西 5/29 県総体 県総合

10 沼口  雅彦 3 日章学園 4/24 高校ジュニア 県総合

10 竹下　和弥 2 産経大 7/10 県選手権 県総合

順 氏　　　名 年 所属 月日 大会名 場所 備考

1 岩井　勇輝 旭化成 5/3 静岡国際 袋井

2 大西　智也 旭化成 6/6 日本選手権 丸亀

3 深津　卓也 旭化成 6/6 日本選手権 丸亀

4 河添　俊司 旭化成 4/29 延岡記録会 西階

5 佐々木　悟 旭化成 4/29 延岡記録会 西階

6 荒川　丈弘 旭化成 4/29 延岡記録会 西階

7 瀬戸口　賢一郎 旭化成 4/29 延岡記録会 西階

8 白石　賢一 旭化成 6/5 鞘ケ谷記録会 鞘ケ谷

9 野脇　勇志 2 中大 10/11 出雲市長距離 浜山

10 丸山　文裕 旭化成 6/5 鞘ケ谷記録会 鞘ケ谷

順 氏　　　名 年 所属 月日 大会名 場所 備考

1 大西　智也 旭化成 9/24 全日本実業団 新潟

2 深津　卓也 旭化成 9/24 全日本実業団 新潟

3 岩井　勇輝 旭化成 5/15 鞘ケ谷記録会 鞘ケ谷

4 河添　俊司 旭化成 5/15 鞘ケ谷記録会 鞘ケ谷

5 佐々木　悟 旭化成 5/15 鞘ケ谷記録会 鞘ケ谷

6 堀端　宏行 旭化成 5/15 鞘ケ谷記録会 鞘ケ谷

7 足立　知弥 旭化成 10/16 延岡市記録会 西階

8 白石　賢一 旭化成 10/16 延岡市記録会 西階

9 丸山　文裕 旭化成 10/16 延岡市記録会 西階

10 荒川　丈弘 旭化成 6/17 ディスタンスチャレンジ 深川

順 氏　　　名 年 所属 月日 大会名 場所 備考

1 大西　智也 旭化成 10/16 世界ハーフ 南寧

2 豊後　友章 旭化成 2/7 丸亀ハーフ 丸亀

3 佐々木　悟 旭化成 3/21 全日本実業団ハーフ 山口

4 幸田　高明 旭化成 2/7 丸亀ハーフ 丸亀

5 河添　俊司 旭化成 3/21 全日本実業団ハーフ 山口

6 瀬戸口　賢一郎 旭化成 2/7 丸亀ハーフ 丸亀

7 丸山　文裕 旭化成 1/11 大分合同ロード 大分

8 野脇　勇志 中大 11/23 上尾シティハーフ 上尾

9 土橋　啓太 旭化成 3/7 玉名ハーフ 玉名

10 佐藤　智之 旭化成 3/7 玉名ハーフ 玉名

4.02.38

3.52.75

3.53.27

1.04.09

1.03.08

1.03.19

1.03.19

1.03.29

記録

4.00.60

1.02.55

28.47.98

男子　１５００ｍ

男子　５０００ｍ

記録

4.02.10

4.03.37

3.58.12

3.59.77

4.03.79

4.03.79

28.19.33

28.32.25

28.46.91

28.32.30

14.04.05

28.34.40

記録

28.45.96

13.50.89

13.44.53

13.53.79

27.56.29

1.04.08

男子　ハーフマラソン

27.50.72

14.00.72

13.58.52

1.01.31

13.42.96

1.02.15

1.03.46

3.59.34

13.35.67

記録

13.40.52

13.56.50

28.57.32

男子　１００００ｍ



順 氏　　　名 年 所属 月日 大会名 場所 備考

1 佐藤　智之 旭化成 3/7 びわ湖毎日マラソン 大津

2 瀬戸口　賢一郎 旭化成 3/7 びわ湖毎日マラソン 大津

3 足立　知弥 旭化成 2/28 東京マラソン 東京

4 幸田　高明 旭化成 2/28 東京マラソン 東京

5 渡辺　史侑 旭化成 2/14 延岡西日本マラソン 西階

6 東野　賢治 旭化成 2/14 延岡西日本マラソン 西階

7 佐々木　悟 旭化成 2/7 別府大分毎日マラソン 大分

8 河野　健一 4 帝京大 2/14 延岡西日本マラソン 西階

9 小島　忠幸 旭化成 2/7 別府大分毎日マラソン 大分

10 米倉　伸一 宮崎市陸協 2/14 延岡西日本マラソン 西階

順 記録 風力 氏　　　名 年 所属 月日 大会名 場所 備考

1 14.71 +1.7 川口　幸男 4 中京大 6/13 日本選手権混成 等々力 十種競技

2 15.01 +1.5 佐藤  浩大 2 宮崎北 10/10 全九州新人 熊本 (追参)14.98

3 15.80 -1.2 矢野    響 1 宮崎北 7/10 県選手権 県総合

4 15.85 +1.8 領家  伸弥 3 宮崎工 6/1 県総体 県総合 (追参)15.79

5 16.32 +1.8 山口翔太郎 3 宮崎西 6/1 県総体 県総合

6 16.36 -0.1 吉見  雅也 2 都城商 7/10 県選手権 県総合 (追参)16.33

7 16.37 -4.4 梯  高志郎 3 宮崎西 6/20 南九州大会 県総合 (追参)16.02

8 16.51 +1.8 田中  児真 3 日向学院 6/1 県総体 県総合 (追参)16.37

9 16.68 -0.4 黒木  正大 2 宮崎西 9/18 県新人 県総合

10 16.90 +0.6 金子  和幸 1 延岡星雲 10/23 九州学連記録会 平和台

順 氏　　　名 年 所属 月日 大会名 場所 備考

1 吉永　　悠 1 福岡大 7/17 福岡大競技会 福岡大

2 矢野誠一郎 3 都城商 7/11 県選手権 県総合

3 佐藤  浩大 2 宮崎北 5/30 県総体 県総合

4 田中  児真 3 日向学院 5/30 県総体 県総合

5 長納  央樹 3 延岡星雲 5/8 高校記録会 県総合

6 馬原  佑介 2 五ヶ瀬 9/19 県新人 県総合

7 吉見  雅也 2 都城商 5/30 県総体 県総合

8 伊東圭一郎 3 日南 5/30 県総体 県総合

9 川添    翼 2 日南 9/19 県新人 県総合

10 日髙  健太 1 宮崎工 9/19 県新人 県総合

順 氏　　　名 年 所属 月日 大会名 場所 備考

1 池上　聖史 1 国士大 9/12 日本学生 国立

2 岡島　秀平 3 東海大 4/24 四大学対校 千葉

3 沼口  雅彦 3 日章学園 6/1 県総体 県総合

4 廣末    香 2 小林 6/20 南九州大会 沖縄

5 新地  敬太 3 日章学園 6/1 県総体 県総合

6 溝口　尚哉 3 立命館大 7/11 京都選手権 西京極

7 松浦    司 3 宮崎北 6/1 県総体 県総合

8 鬼束  佳祐 2 日南 10/9 全九州新人 熊本

9 松浦  星航 3 宮崎北 6/1 県総体 県総合

10 久保田　満 旭化成 8/20 九州選手権 本城

57.76

9.40.41

9.41.47

9.39.74

記録

9.31.52

男子　３０００ｍＳＣ

2.13.04

2.13.52

2.15.42

55.60

9.35.14

9.36.84

53.92

8.56.87

9.06.39

55.85

9.45.33

2.19.23

2.19.51

58.13

57.98

58.13

58.12

男子　４００ｍハードル

59.23

58.90

男子　マラソン

2.22.26

2.25.57

記録

男子　１１０ｍハードル

9.37.01

記録

2.10.07

2.11.44

2.12.46



順 記録 氏　　　名 年 所属 月日 大会名 場所 備考

1 22.53.03 原口  大輝 3 都城商 4/25 高校ジュニア 県総合

2 24.36.91 堀口  涼平 2 日南学園 10/8 全九州新人 熊本

3 25.46.53 櫻井  大貴 2 都城商 9/20 県新人 県総合

4 26.04.02 堀口  佳佑 1 日南振徳 7/10 県選手権 県総合

5 26.49.11 若松  滉樹 2 日南振徳 4/25 高校ジュニア 県総合

6 28.22.74 年見口裕司 1 日南学園 8/20 九州選手権 本城

7 28.34.69 中川    健 2 日向工 9/20 県新人 県総合

8 30.49.71 渡邉  賢司 1 宮崎工 9/20 県新人 県総合

9 36.34.27 上野  正翔 1 都城商 9/20 県新人 県総合

順 記録 所属 月日 大会名 場所 備考

1 41.56 宮崎県 10/3 国民体育大会 千葉

2 41.90 宮崎県 10/4 国民体育大会 千葉

3 41.93 宮崎北 6/18 南九州大会 沖縄

4 42.13 宮崎工 8/20 九州選手権 本城

5 42.53 宮崎工 10/8 全九州新人 熊本

6 42.87 宮崎工 8/8 強化記録会 県総合

7 42.88 宮崎北 5/30 県総体 県総合

8 42.92 宮崎工 4/11 県記録会 県総合

9 43.11 宮崎工 10/16 県北記録会 西階

10 43.29 宮崎大宮 5/30 県総体 県総合

順 記録 所属 月日 大会名 場所 備考

1 3.17.94 宮崎工 8/1 全国高校総体 沖縄

2 3.18.99 宮崎工 6/20 南九州大会 沖縄

3 3.19.70 宮崎工 8/21 九州選手権 本城

4 3.22.79 宮崎工 7/11 県選手権 県総合

5 3.23.85 宮崎工 6/1 県総体 県総合

6 3.25.04 宮崎工 10/9 全九州新人 熊本

7 3.25.44 宮崎工 5/8 高校記録会 県総合

8 3.25.89 宮崎工 9/20 県新人 県総合

9 3.26.88 宮崎北 5/31 県総体 県総合

10 3.27.12 宮崎工 4/25 高校ジュニア 県総合

順 記録 氏　　　名 年 所属 月日 大会名 場所 備考

1 1m90 中山　忠優 3 小林中 7/25 県中学総体 県総合

2 1m85 水谷  友哉 3 高城 5/8 高校記録会 県総合

3 1m80 日高　和紀 宮崎ＡＣ 4/11 県記録会 県総合

3 1m80 橋本維佐武 2 佐土原 5/8 高校記録会 県総合

3 1m80 山本    空 1 宮崎工 5/29 県総体 県総合

3 1m80 牧    修平 3 宮崎工 5/29 県総体 県総合

3 1m80 宮園    翼 2 宮崎大宮 6/17 南九州大会 沖縄

3 1m80 福留　武志 都城ＡＣ 7/11 県選手権 県総合

3 1m80 甲斐慎一朗 延岡市陸協 8/22 九州選手権 本城

3 1m80 川床  爽大 2 都城泉ヶ丘 11/13 県記録会 県総合

菊井・作・佐藤・春田

男子　４×４００ｍリレー

男子　５０００ｍ競歩

平田・矢野・吉田翔・廣津

田籠・佐藤・山本・矢野

吉田翔・廣津・矢野・谷川

田籠・佐藤・山本・髙須

男子　４×１００ｍリレー

日高・米原・平田・髙須

平田・米原・日高・廣津

野上・矢野・吉田翔・吉田翼

籾木・田原・平田・吉田

籾木・吉田・田原・野上

吉田翼・矢野・野上・谷川

野上・矢野・籾木・谷川

野上・矢野・谷川・吉田翼

男子　走高跳

氏　　　名

吉田翔・矢野・田原・廣津

吉田・領家・矢野・廣津

氏　　　名

野上・矢野・吉田翔・谷川

吉田翼・谷川・山本・野上

久保・平田・田原・吉田翼

河野・田頭・佐藤浩・山本

田原・平田・大田原・吉田



順 氏　　　名 年 学校名 月日 大会名 場所 備考

1 原田　尚明 3 福岡大 10/3 国民体育大会 千葉

2 川口　幸男 3 中京大 5/5 奈良県選手権 鴻ノ池

3 田上  晃瑠 2 宮崎第一 9/19 県新人 県総合

4 津曲  慎吾 1 宮崎第一 5/30 県総体 県総合

4 井ノ上健二 1 宮崎大 7/10 県選手権 県総合

4 中平　翔太 4 法政大 7/10 県選手権 県総合

4 緒方  直人 2 宮崎第一 9/19 県新人 県総合

8 新垣　貴大 宮崎ＡＣ 8/8 強化記録会 県総合

8 大坪    駿 1 宮崎南 9/19 県新人 県総合

10 川野　祐矢 3 小林中 8/7 九州中学 佐賀

順 記録 風力 氏　　　名 年 学校名 月日 大会名 場所 備考

1 6m86 +1.6 秋吉　知洋 宮崎ＡＣ 7/10 県選手権 県総合

2 6m82 +0.1 矢野  優友 2 福島 9/18 県新人 県総合 (追参)7m02

3 6m79 +1.8 奥松  勇貴 1 宮崎大宮 5/31 県総体 県総合

4 6m75 -0.1 池邊  優紀 2 宮崎第一 7/10 県選手権 県総合

5 6m65 +0.1 夏田　智基 2 中京大 10/16 土曜記録会 中京大

6 6m63 -0.1 富永  尚樹 1 日南 9/18 県新人 県総合

7 6m61 +0.3 川口　幸男 4 中京大 5/4 奈良県選手権 鴻ノ池

8 6m59 -0.7 横山  貴洋 2 宮崎大宮 9/18 県新人 県総合

9 6m55 +1.9 牧    修平 3 宮崎工 5/31 県総体 県総合

10 6m51 +0.5 杉山  諒二 3 宮崎工 11/13 県記録会 県総合

順 記録 風力 氏　　　名 年 学校名 月日 大会名 場所 備考

1 14m56 +0.7 黒木雄太朗 1 九州共立大 8/29 延岡選手権 西階

2 14m53 -0.9 倉永　忠彦 1 順大 8/22 順大記録会 順大

3 14m40 -2.6 鳥田和太郎 2 名桜大 6/5 名桜大記録会 沖縄 (追参)14m42

4 14m28 -0.7 夏田　智基 2 中京大 10/24 東海学生秋季 瑞穂

5 14m14 +0.2 高子　真吾 2 順大院 11/6 順大記録会 順大

6 13m73 +0.1 池邉  優紀 2 宮崎第一 10/9 全九州新人 熊本

7 13m45 +2.0 久保田  峻 3 日南 6/1 県総体 県総合 (追参)13m82

8 13m44 +1.7 森本    亮 2 日向学院 4/24 高校ジュニア 県総合

9 13m35 +1.3 甲斐  貴大 2 宮崎西 9/20 県新人 県総合

10 13m23 +1.4 杉本　高徳 日南市陸協 7/11 県選手権 県総合

順 氏　　　名 年 所属 月日 大会名 場所 備考

1 七尾　　紘 2 順大 5/23 関東学生 国立

2 藏座  元気 1 九州情報大 5/22 九州学生 博多の森

3 冨山浩太郎 3 都城高専 7/10 県選手権 県総合

4 富山　　樹 2 宮崎工 7/10 県選手権 県総合

5 川口　幸男 4 中京大 5/4 奈良県選手権 鴻ノ池

6 申田　真也 1 宮崎工 7/10 県選手権 県総合

7 甲斐　雅規 1 延岡 7/10 県選手権 県総合

8 岩切　大志 1 宮崎工 7/10 県選手権 県総合

9 永峯　涼太 1 高原 7/10 県選手権 県総合

10 原崎　　駿 4 都城高専 7/10 県選手権 県総合

4m00

10m68

9m86

9m54

3m70

11m29

男子　棒高跳
記録

4m00

4m20

3m80

5m10

4m50

3m80

4m00

4m00

8m57

9m07

男子　三段跳
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男子　走幅跳

男子　砲丸投（７．２ｋｇ）

11m60

記録

15m23



順 記録 氏　　　名 年 所属 月日 大会名 場所 備考

1 43m89 黒木　晃平 3 順大 5/1 順大記録会 順大

2 32m33 水本　健太 3 宮崎工 9/25 強化記録会 県総合

3 32m23 川口　幸男 4 中京大 5/5 奈良県選手権 鴻ノ池

4 30m26 川崎　　寛 5 都城高専 7/10 県選手権 県総合

5 29m09 原崎　　駿 4 都城高専 4/11 県記録会 県総合

6 28m63 新名　鴻祐 2 日向工 7/10 県選手権 県総合

7 28m47 川瀬光志郎 1 宮崎工 7/10 県選手権 県総合

8 27m32 外山　大和 2 日南 7/10 県選手権 県総合

9 27m03 上池　翔馬 1 宮崎工 7/10 県選手権 県総合

10 26m81 甲斐慎一朗 延岡市陸協 7/10 県選手権 県総合

順 記録 氏　　　名 年 所属 月日 大会名 場所 備考

1 54m35 七尾　　紘 2 順大 8/22 順大記録会 順大

2 50m33 山下　裕生 3 九州共立大 5/8 九州共立大競技会 九州共立大

3 45m81 曽我　元志 都城市陸協 7/11 県選手権 県総合

4 43m95 脇田　　樹 3 宮崎工 7/11 県選手権 県総合

5 42m69 冨山　　樹 2 宮崎工 7/11 県選手権 県総合

6 39m99 水本　貴士 3 宮崎工 7/11 県選手権 県総合

7 27m48 甲斐慎一朗 延岡市陸協 7/11 県選手権 県総合

8 26m74 原田　徹也 1 宮崎工 7/11 県選手権 県総合

9 24m59 中尾　竜二 1 宮崎工 7/11 県選手権 県総合

10 21m89 甲斐　雅規 1 延岡 7/11 県選手権 県総合

順 記録 氏　　　名 年 所属 月日 大会名 場所 備考

1 64m10 信時　大輝 4 大体大 3/22 大体大記録会 大体大

2 63m61 藤本　　裕 3 九州情報大 9/19 九州学生 久留米

3 62m36 假屋圭一郎 1 九州情報大 7/3 西日本学生 博多の森

4 61m05 久保田涼介 1 徳山大 10/23 中四国学生 鳴門

5 58m20 岡林  幹大 3 都城商高 6/18 南九州大会 沖縄

6 58m13 濵田  征志 3 日向学院 5/31 県総体 県総合

7 56m70 船ヶ山鴻介 3 宮崎工高 4/25 高校ジュニア 県総合

8 55m87 松元　勇也 宮崎ＡＣ 8/8 強化記録会 県総合

9 55m21 椎葉  正基 1 宮崎工 10/9 全九州新人 熊本

10 54m94 竹原　祥貴 1 順大 7/11 県選手権 県総合

順 記録 氏　　　名 年 学校名 月日 大会名 場所 備考

1 6883点 川口　幸男 4 中京大 5/5 奈良県選手権 鴻ノ池

男子　円盤投（２．０ｋｇ）

２日目（１１０ｍＨ－円盤投－棒高跳－やり投－１５００ｍ）

男子　やり投

男子　ハンマー投（７．２ｋｇ）

男子　十種競技
１日目（１００ｍ－走幅跳－砲丸投－走高跳－４００ｍ）


	m1
	m2
	m3
	m4
	m5
	m6

