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全国高校記録　　(HN) 　6235      　池田　大介　　　　　　　　　　　　　　　　(太成学院・大阪)　　　　

宮崎県高校記録　(MH) 　5507      　坂元　優太　　　　　　　　　　　　　　　　(宮崎工)　　　　　　　　

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属名 100m 走幅跳 砲丸投 400m 110mH やり投 走高跳 1500m 総合 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｸﾞﾁﾕｷｵ 11.47 6m09 10m00 53.70 15.85 37m83 1m60 4.55.20

1 874 川口　幸男(2) 宮崎 宮崎工 +0.1 +0.2 +0.9 4716

(759） (606） (486） (652） (750） (411） (464） (588）

ﾔﾅｾｹｲﾀ 12.36 5m75 9m79 54.20 19.55 41m07 1m60 4.27.23

2 873 梁瀬　恵太(2) 宮崎 宮崎工 +0.1 +1.7 +0.9 4290

(582） (533） (473） (631） (386） (458） (464） (763）

ｽｽﾞｷｼｮｳﾀ 12.29 5m77 8m18 58.36 17.83 36m78 1m55 5.09.26

3 406 鈴木　章太(1) 宮崎 日向工 +0.1 -0.4 +0.9 3851

(595） (537） (377） (471） (541） (396） (426） (508）

ﾅｶﾀｹﾏｺﾄ 12.91 5m41 7m78 59.46 21.15 34m42 1m60 4.56.27

4 1513 中武　真(2) 宮崎 都城泉ヶ丘 +0.1 +0.9 +0.9 3402

(483） (463） (353） (432） (264） (362） (464） (581）

ｵｶﾀﾞﾀﾞｲｽｹ 12.97 5m00 8m09 59.47 38m75 1m45 5.09.66

5 1973 岡田　大輔(1) 宮崎 佐土原 +0.1 +1.6 +0.9 2939

(473） (382） (372） (431） (0） (424） (352） (505）

全国高校記録　　(HN) 　5384      　笠原　瑞世　　　　　　　　　　　　　　　　(添上・奈良)　　　　　　

宮崎県高校記録　(MH) 　3948      　児嶋　瑠美　　　　　　　　　　　　　　　　(宮崎工)　　　　　　　　

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属名 100mH 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m 総合 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｺﾞｴﾐﾎ 18.22 1m30 7m67 30.63 4m01 28m36 2.55.36  

1 790 川越　美穂(1) 宮崎 宮崎北 +1.4 -0.2 +1.1 2857

(466） (409） (378） (439） (310） (446） (409）

ｸﾗﾊﾗｶﾅｺ 20.35 1m22 6m30 30.39 4m42 25m48 2.44.96  

2 1202 倉原　佳名子(2)宮崎 宮崎農 +1.4 -0.2 +0.1 2666

(274） (331） (290） (455） (408） (391） (517）

ﾀﾅｶﾗﾝ 20.18 1m25 6m42 29.45 4m23 19m90 2.43.93  

3 871 田中　蘭(1) 宮崎 宮崎工 +1.4 -0.2 +0.1 2643

(287） (359） (298） (521） (362） (287） (529）

ﾘｮｳｹﾕｷ 18.12 1m20 5m98 29.84 3m45 22m68 2.47.79  

4 891 領家　由紀(2) 宮崎 宮崎工 +1.4 -0.2 +0.4 2567

(476） (312） (270） (493） (190） (339） (487）

審判長:    高妻 賢士
記録主任:  井上 秀和

審判長:    高妻 賢士
記録主任:  井上 秀和
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