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平成１８年度　第３３回　宮崎県高等学校総合体育大会

第５９回　宮崎県高等学校陸上競技選手権大会 男子　決勝成績一覧表
兼　第５９回　秩父宮賜杯全国高等学校陸上競技対校選手権大会宮崎県予選会

主催：宮崎県高等学校体育連盟・宮崎県教育委員会・宮崎県市町村教育委員会連合会 総　　務 藤　原　敏　郎
　　　宮崎市教育委員会・宮崎陸上競技協会 審 判 長（トラック） 綾　部　誠　二
主管：宮崎県高等学校総合体育大会実行委員会・宮崎県高等学校体育連盟陸上競技専門部 　　　　（跳　　躍） 中　村　民　生
後援：（財）宮崎県体育協会 　　　　（投 て き） 大　嶋　一　誠
期日：平成１８年６月３日（土）～６月６日（火） 　　　　（混成競技） 高　妻　賢　士
会場：宮崎県総合運動公園陸上競技場 記録主任　 井　上　秀　和

日付 種目
6/4 100m 小西　浩介 (3) 10.90 米原　翔太 (2) 11.13 髙須　大樹 (3) 11.16 川竹　雄大 (3) 11.23 栗山　大毅 (3) 11.23 奥野　大輔 (1) 11.30 倉永　忠文 (2) 11.41

風:0.0 宮崎西 都城泉ケ丘 宮崎西 宮崎工 都城西 宮崎西 宮崎工
6/6 200m 小西　浩介 (3) 22.23 髙須　大樹 (3) 22.28 米原　翔太 (2) 22.38 松田翔太郎 (2) 22.53 中村　優平 (2) 22.79 今別府彰太郎 (2) 23.00 大坪　智哉 (2) 23.01 出山　博教 (2) 23.10

風:+2.0 宮崎西 宮崎西 都城泉ケ丘 延岡商 宮崎西 宮崎工 宮崎工 宮崎北
6/3 400m 仮屋　克俊 (3) 49.51 開地　賢太 (2) 51.35 前田　竜二 (2) 51.90 柳衛　明人 (2) 52.03 今別府彰太郎 (2) 52.05 奈須　佑太 (3) 52.22 山内　隆史 (3) 52.75 阪元　勇斗 (3) 52.98

都城商 宮崎工 延岡 日南学園 宮崎工 日向工 延岡 日南
6/6 800m 仮屋　克俊 (3) 1.56.06 豊福　修司 (3) 2.01.55 二ﾉ方康寿 (3) 2.01.69 岡林　竜矢 (3) 2.01.71 須田　恵介 (3) 2.01.81 岡本　圭史 (1) 2.01.81 横山　恭介 (1) 2.02.02 大脇　翔吾 (3) 2.03.97

都城商 佐土原 都城工 都城工 延岡商 宮崎西 宮崎工 宮崎工
6/3 1500m 谷口　詳 (3) 4.05.07 甲斐　優人 (2) 4.05.51 谷山　祐亮 (3) 4.06.70 外赤　将康 (3) 4.08.38 福丸　武司 (3) 4.11.12 平山　大地 (2) 4.11.66 杉本　直幸 (3) 4.13.77 田中　伸佳 (3) 4.17.77

小林 日章学園 小林 宮崎北 都城工 日章学園 妻 日南振徳商
6/5 5000m 森山　昇人 (3) 14.57.06 谷口　詳 (3) 15.06.09 井手上隼人 (2) 15.14.03 外赤　将康 (3) 15.37.70 興梠　聡志 (3) 15.39.49 甲斐　優人 (2) 15.39.80 信時　一輝 (1) 15.44.12 福丸　武司 (3) 15.58.05

小林 小林 小林 宮崎北 宮崎西 日章学園 宮崎西 都城工
6/6 110mH 川口　幸男 (3) 15.20 大坪　智哉 (2) 15.50 倉永　忠文 (2) 15.97 甲斐　竜輔 (3) 16.31 河野　春樹 (1) 16.40 西村　亮 (3) 16.58 黒江　伸明 (3) 16.73 中山健太郎 (3) 17.36

風:+1.2 宮崎工 宮崎工 宮崎工 延岡工 宮崎学園 宮崎大宮 宮崎大宮 都城高専
6/4 400mH 竹平　皓一 (3) 55.14 山本　大祐 (2) 57.44 今村　尚貴 (3) 58.00 細山田達也 (3) 58.39 西村　亮 (3) 58.49 後藤　直之 (3) 58.95 大久保泰介 (3) 59.06 一水　享平 (3) 60.77

宮崎北 延岡東・星雲 都城泉ケ丘 延岡工 宮崎大宮 宮崎工 小林 高千穂
6/6 3000mSC 田代　翔也 (2) 9.31.64 溝口　尚哉 (2) 9.32.05 岡島　秀平 (2) 9.38.92 杉本　直幸 (3) 9.40.49 村上　隼人 (3) 9.42.48 前田布見也 (3) 9.43.45 坂元　誠 (3) 9.59.40 小田原　樹 (3) 10.02.73

小林 小林 宮崎工 妻 宮崎工 小林 都城 日南学園
6/6 5000mW 甲斐　大地 (3) 24.19.21 田中　寿裕 (2) 25.37.73 西村京一朗 (2) 25.49.66 田中　貴章 (3) 29.30.17 永山　成二 (2) 31.02.09 廣島　元彦 (2) 31.02.14 湯之道誠瑛 (2) 33.01.24 後藤信一郎 (1) 34.05.64

延岡商 都城 宮崎工 日南 都城 延岡商 都城 日南学園
6/4 4x100mR 宮崎西 42.52 宮崎工 43.00 都城泉ケ丘 43.80 都城商 43.86 延岡東・星雲 44.18 延岡工 44.55 高千穂 45.04 延岡商 45.59

  川越　悠平 (2)   川竹　雄大 (3)   吹上　勇真 (2)   原口　大輝 (1)   長友　秀訓 (3)   甲斐　数馬 (3)   内倉　大樹 (3)   鋸屋誠一郎 (3)
  小西　浩介 (3)   林　弘樹 (3)   米原　翔太 (2)   奥野　祐希 (2)   山本　大祐 (2)   平野　達也 (2)   佐藤　友春 (1)   熊本　晃英 (2)
  中村　優平 (2)   大坪　智哉 (2)   田中　佑輝 (2)   鍋倉　正成 (2)   吉岡　翔平 (2)   細山田達也 (3)   一水　享平 (3)   廣瀬　大樹 (3)
  髙須　大樹 (3)   倉永　忠文 (2)   今村　尚貴 (3)   仮屋　克俊 (3)   鶴羽　貴博 (3)   田中　優司 (2)   甲斐　潔 (2)   松田翔太郎 (2)

6/6 4x400mR 宮崎工 3.23.87 延岡 3.26.97 延岡東・星雲 3.27.61 宮崎北 3.28.77 日南 3.29.10 都城泉ケ丘 3.29.90 日南学園 3.30.87 延岡工 3.37.00
  開地　賢太 (2)   山内　隆史 (3)   吉岡　翔平 (2)   信時　大輝 (3)   辻田　智晃 (1)   松野　皓司 (2)   中尾　正樹 (3)   甲斐　数馬 (3)
  森　春樹 (1)   福田　達弥 (3)   山本　大祐 (2)   竹平　皓一 (3)   阪元　勇斗 (3)   田中　佑輝 (2)   柳衛　明人 (2)   細山田達也 (3)
  今別府彰太郎 (2)   丸山　翔大 (3)   中尾　一斗 (2)   籠　祥寛 (2)   鈴木　貴視 (1)   今村　尚貴 (3)   橘　直利 (3)   平野　達也 (2)
  林　弘樹 (3)   前田　竜二 (2)   鶴羽　貴博 (3)   高橋　周平 (2)   鈴木　孝明 (2)   上丸　拓郎 (3)   塩屋　俊秀 (2)   田中　優司 (2)

6/3 走高跳 相楽　裕哉 (3) 1m85 甲斐　竜輔 (3) 1m80 田上　隼平 (2) 1m75 梁瀬　恵太 (3) 1m70 中武　真 (3) 1m70 中田　純平 (1) 1m65 有光　孝貴 (1) 1m65 竹元　勝也 (3) (7位)1m65
小林 延岡工 宮崎工 宮崎工 都城泉ケ丘 門川 宮崎工 都城工

6/4 棒高跳 中平　翔太 (3) 4m40 原田　尚明 (2) 4m20 横山　竜也 (3) 3m80 眞方　駿 (2) 3m60 中武　大士 (2) 3m40 徳尾　卓朗 (1) 2m90
宮崎第一 宮崎第一 宮崎第一 宮崎工 宮崎工 日南学園

6/5 走幅跳 岡村　拓尭 (3) 6m77 0.0 松田　友裕 (3) 6m42 0.0 相楽　裕哉 (3) 6m38 +1.2 高山　祐輔 (3) 6m34 +0.3 林　伸幸 (1) 6m31 +2.5 鋸屋誠一郎 (3) 6m28 +1.0 福田　達弥 (3) 6m20 +0.2 坂元　志隆 (2) 6m08 +1.7
宮崎工 日南振徳商 小林 延岡西 宮崎工 延岡商 延岡 小林

6/6 三段跳 染矢　貴洋 (3) 13m73 +1.5 岡村　拓尭 (3) 13m17 +1.0 松田　友裕 (3) 13m10 +2.3 長友　秀訓 (3) 13m03 +1.1 田中　優司 (2) 13m02 +1.6 中平　翔太 (3) 12m90 +0.9 原田　尚明 (2) 12m74 +1.6 夏田　智基 (1) 12m62 +1.9
都城高専 宮崎工 日南振徳商 延岡東・星雲 延岡工 宮崎第一 宮崎第一 宮崎工

6/3 砲丸投 七尾　紘 (1) 14m53 切畑　昂耶 (3) 13m67 本間　城二 (3) 13m52 生目敬二郎 (3) 13m38 吉永　俊平 (2) 13m17 興梠　雄輝 (1) 11m70 蛯原　拓也 (3) 11m67 新名　健二 (2) 11m57
宮崎工 小林 延岡工 宮崎工 都城商 高千穂 日南振徳商 宮崎工

6/5 円盤投 黒木　晃平 (2) 45m57 本間　城二 (3) 40m97 松元　勇也 (2) 39m55 七尾　紘 (1) 38m94 内村　航 (2) 36m62 蛯原　拓也 (3) 35m46 芝　瑛士郎 (2) 33m06 高庄　悠悟 (2) 32m59
宮崎工 延岡工 宮崎工 宮崎工 都城商 日南振徳商 延岡工 宮崎南

6/6 ﾊﾝﾏｰ投 井上　大輔 (2) 49m39 山下　祐生 (2) 47m93 蛯原　拓也 (3) 46m68 甲斐　悠矢 (3) 45m57 山口孝一郎 (3) 40m71 興梠　雄輝 (1) 38m31 熊本　亮 (2) 37m11 本間　城二 (3) 36m78
宮崎工 宮崎工 日南振徳商 日向 都農 高千穂 日南学園 延岡工

6/4 やり投 松元　勇也 (2) 55m87 信時　大輝 (3) 53m18 冨永　雄大 (3) 51m16 藤本　裕 (2) 48m71 蒼森　祐二 (3) 47m42 河野　光将 (3) 46m87 末安　聖一 (2) 45m40 椎葉　猛 (3) 44m94
宮崎工 宮崎北 高原 高千穂 宮崎工 宮崎北 宮崎農 佐土原

6/3 八種競技 川口　幸男 (3) 5107 梁瀬　恵太 (3) 4682 木口　正之 (3) 4285 鈴木　章太 (2) 4080 岡田　大輔 (2) 3045
6/4 宮崎工 宮崎工 宮崎大宮 日向工 佐土原

総合 宮崎工 125点 小林 52点 宮崎西 33点 延岡工 23点 宮崎北 21点 都城泉ヶ丘 20点

トラック 宮崎工 48点 小林 37点 宮崎西 33点 都城泉ヶ丘 18点 都城商 15点 宮崎北 15点

フィールド 宮崎工 66点 宮崎第一 16点 延岡工 16点 小林 15点 日南振徳 14点 宮崎北 6点

混成 宮崎工 11点 宮崎大宮 4点 日向工 3点 佐土原 2点
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学校対抗

１位 ２位 ３位 ８位４位 ５位 ６位 ７位

11.20-6m26-10m68-52.94
15.68-46m44-1m74-5.01.22

12.07-6m06-10m68-53.82
18.58-41m02-1m77-4.30.34

12.63-5m21-7m48-62.58
23.34-40m43-1m56-5.28.31

11.56-5m78-9m00-53.03
19.22-38m07-1m56-4.46.88

12.15-5m93-8m92-58.13
17.74-43m89-1m50-5.01.75
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平成１８年度　第３３回　宮崎県高等学校総合体育大会

第５９回　宮崎県高等学校陸上競技選手権大会 女子　決勝成績一覧表
兼　第５９回　秩父宮賜杯全国高等学校陸上競技対校選手権大会宮崎県予選会

主催：宮崎県高等学校体育連盟・宮崎県教育委員会・宮崎県市町村教育委員会連合会 総　　務 藤　原　敏　郎
　　　宮崎市教育委員会・宮崎陸上競技協会 審 判 長（トラック） 綾　部　誠　二
主管：宮崎県高等学校総合体育大会実行委員会・宮崎県高等学校体育連盟陸上競技専門部 　　　　（跳　　躍） 中　村　民　生
後援：（財）宮崎県体育協会 　　　　（投 て き） 大　嶋　一　誠
期日：平成１８年６月３日（土）～６月６日（火） 　　　　（混成競技） 高　妻　賢　士
会場：宮崎県総合運動公園陸上競技場 記録主任　 井　上　秀　和

日付 種目
6/4 100m 福山　智絵 (3) 12.70 内村　絢華 (1) 12.84 山下　千佳 (3) 13.01 夏田亜由美 (3) 13.03 武田　孝子 (2) 13.05 白濱絵里佳 (2) 13.06 高須知香梨 (2) 13.15 和田佐和子 (2) 13.36

風:0.0 宮崎工 宮崎北 日南 延岡商 日南 宮崎工 宮崎商 都城泉ケ丘
6/6 200m 福山　智絵 (3) 25.47 藤元麻奈美 (3) 25.98 篠宮　渚 (1) 26.44 田代さゆり (2) 26.61 夏田亜由美 (3) 26.74 山下　千佳 (3) 26.87 白濱絵里佳 (2) 27.02 和田佐和子 (2) 27.08

風:+2.6 宮崎工 宮崎商 宮崎工 宮崎商 延岡商 日南 宮崎工 都城泉ケ丘
6/4 400m 藤元麻奈美 (3) 58.74 中村　智恵 (2) 59.88 髙橋　美穂 (3) 60.75 河原　清美 (3) 60.78 河野友加里 (2) 60.93 冨元　陽子 (3) 61.54 押川　由貴 (3) 62.66 渡邊　優 (3) 64.71

宮崎商 日南学園 宮崎北 高鍋 宮崎商 都城泉ケ丘 宮崎商 延岡
6/5 800m 肥田木理菜 (1) 2.17.21 小山内春香 (3) 2.18.56 岸本　聖羅 (2) 2.18.92 中森　華菜 (1) 2.19.15 尾前　奈々 (3) 2.19.62 田上　紗希 (3) 2.19.94 河原　清美 (3) 2.23.69 守部　蘭 (2) 2.28.10

小林 宮崎日大 小林 日南学園 小林 宮崎日大 高鍋 宮崎日大
6/3 1500m 永田　あや (2) 4.28.91 黒木沙也花 (3) 4.39.29 狩野　美砂 (3) 4.40.18 淵之上祐未 (2) 4.42.44 田上　紗希 (3) 4.49.63 吉山　夏紀 (1) 4.49.88 井上　成美 (2) 4.56.82 小角　益加 (3) 5.01.08

小林 NGR 宮崎日大 小林 小林 宮崎日大 宮崎日大 聖心ｳﾙｽﾗ 聖ドミニコ
6/6 3000m 永田　あや (2) 9.30.72 黒木沙也花 (3) 9.42.84 桝田　悠里 (3) 9.48.26 川畑　静香 (3) 10.10.05 井上　成美 (2) 10.10.97 宮路　葵 (1) 10.15.59 林　麻菜 (2) 10.23.95 柴田　愛美 (1) 10.29.88

小林 宮崎日大 小林 小林 聖心ｳﾙｽﾗ 宮崎日大 宮崎商 宮崎日大
6/6 100mH 椎木亜由美 (3) 15.69 武田　孝子 (2) 15.82 奥松　知代 (2) 15.89 淺川　成実 (2) 16.56 落合　望 (1) 16.86 長渡　理紗 (3) 17.24 川越　美穂 (2) 17.27 高橋　美夏 (3) 17.74

風:0.0 日南振徳商 日南 宮崎穎学館 宮崎西 宮崎工 宮崎農 宮崎北 日南
6/4 400mH 椎木亜由美 (3) 66.31 河原　清美 (3) 66.45 日高　望 (2) 67.33 芝原　百恵 (3) 67.77 井上友貴子 (3) 68.17 濱尾　麻貴 (3) 68.21 矢野　裕子 (3) 69.30 岩崎　亜季 (2) 71.07

日南振徳商 高鍋 宮崎商 都城泉ケ丘 宮崎商 都城泉ケ丘 宮崎工 都城泉ケ丘
6/3 3000mW 柳川　真以 (2) 15.09.10 野邊　真帆 (3) 16.58.62 熊村　知広 (2) 17.24.03 新地　理紗 (3) 18.37.41 福田　由香 (3) 19.38.79 小竹由利子 (2) 20.01.46 山元　美鈴 (2) 20.03.59 稲用真由子 (2) 20.53.60

小林 日南学園 日南学園 聖ドミニコ 宮崎工 小林 宮崎日大 小林
6/4 4x100mR 宮崎商 49.78 宮崎工 49.99 都城泉ケ丘 50.97 宮崎北 51.46 都城商 52.01 日南学園 52.07 小林 52.73 宮崎南 53.65

  高須知香梨 (2)   篠宮　渚 (1)   和田佐和子 (2)   髙江　理恵 (3)   竹下　真紀 (2)   岩下　奈奈 (1)   神之薗　茜 (2)   小坂いろは (2)
  藤元麻奈美 (3)   福山　智絵 (3)   芝原　百恵 (3)   髙橋　美穂 (3)   横山　公美 (3)   金川まどか (1)   出口　愛美 (2)   上杉　愁子 (1)
  田代さゆり (2)   白濱絵里佳 (2)   稲吉　亜美 (2)   岩本茉莉絵 (3)   中村　実花 (1)   野﨑由理恵 (2)   大角めぐみ (3)   上杉　悠子 (1)
  河野友加里 (2)   谷　恵子 (3)   濱尾　麻貴 (3)   内村　絢華 (1)   久保　結華 (1)   中村　智恵 (2)   井岡　愛梨 (2)   桑畑　美来 (1)

6/6 4x400mR 宮崎商 3.59.78 都城泉ケ丘 4.04.12 宮崎工 4.04.64 高鍋 4.11.31 宮崎北 4.12.72 日南 4.14.06 日南学園 4.16.99 宮崎日大 4.17.66
  押川　由貴 (3) NGR   濱尾　麻貴 (3)   矢野　裕子 (3)   岡園恵梨香 (3)   岩本茉莉絵 (3)   武田　孝子 (2)   中森　華菜 (1)   與田　美郷 (2)
  藤元麻奈美 (3)   芝原　百恵 (3)   福山　智絵 (3)   工藤　彩香 (3)   髙橋　美穂 (3)   山下　千佳 (3)   中村　智恵 (2)   小山内春香 (3)
  田代さゆり (2)   冨元　陽子 (3)   浅野　舞 (2)   河原真奈美 (1)   内村　絢華 (1)   山田　智美 (3)   川畑　紀子 (1)   守部　蘭 (2)
  河野友加里 (2)   岩崎　亜季 (2)   白濱絵里佳 (2)   河原　清美 (3)   冨田　未来 (2)   堀切　寛子 (3)   野﨑由理恵 (2)   黒木沙也花 (3)

6/6 走高跳 髙江　理恵 (3) 1m60 上杉　愁子 (1) 1m54 山下　由香 (1) 1m51 守部　蘭 (2) 1m48 温水　真梨 (2) 1m45 横山　公美 (3) （5位）1m45 脇田　美鈴 (3) 1m35 新地　由磨 (3) 1m30
宮崎北 宮崎南 宮崎北 宮崎日大 都城商 都城商 高鍋農 小林

6/4 走幅跳 河野　聡美 (2) 5m33 +3.2 有留　美香 (3) 5m20 +2.7 村上茉奈美 (3) 5m06 +3.2 森　瞳 (2) 4m97 +4.9 稲吉　亜美 (2) 4m96 +2.9 山倉佑季子 (3) 4m95 +2.8 吉永奈津希 (3) 4m94 +5.0 那須　萌美 (1) 4m83 +2.9
宮崎商 宮崎工 宮崎西 延岡商 都城泉ケ丘 日南振徳商 宮崎学園 延岡工

6/6 砲丸投 湯浅　瞳 (2) 11m74 出水めぐみ (3) 11m42 碇山美歌子 (3) 11m14 池尻　浩美 (3) 10m79 寺田　香菜 (3) 10m16 小竹　晴佳 (3) 9m92 東　奈央子 (3) 9m87 椎葉奈木沙 (2) 9m55
日南 都城商 都城商 宮崎北 日南学園 日向 都城商 宮崎工

6/3 円盤投 池尻　浩美 (3) 39m57 益田　真希 (3) 34m75 東　奈央子 (3) 34m44 鳥原日香里 (3) 33m11 小竹　晴佳 (3) 31m51 椎葉奈木沙 (2) 29m91 馬場麻理子 (2) 28m94 小山由希子 (2) 28m92
宮崎北 延岡西 都城商 宮崎工 日向 宮崎工 宮崎南 宮崎南

6/5 やり投 鳥原日香里 (3) 43m86 上野　美佳 (3) 43m08 小山由希子 (2) 37m26 甲佐まどか (3) 36m70 川越　美穂 (2) 34m93 山口　加奈 (3) 34m80 出水めぐみ (3) 33m92 小野　聡子 (3) 32m72
宮崎工 都城商 宮崎南 延岡西 宮崎北 宮崎北 都城商 延岡西

6/4 七種競技 川越　美穂 (2) 3491 横山　公美 (3) 3111 下村　美紗 (2) 2949 田中　蘭 (2) 2713 倉原佳名子 (3) 2653 領家　由妃 (3) 2593 有留　美香 (3) 2579 新地　由磨 (3) 2444
6/5 宮崎北 都城商 小林 宮崎工 宮崎農 宮崎工 宮崎工 小林

総合 小林 49点 宮崎工 49点 宮崎北 42点 宮崎商 40点 都城商 28点 宮崎日大 23点

トラック 小林 45点 宮崎商 34点 宮崎工 30点 宮崎日大 20点 日南学園 18点 宮崎北 14点

フィールド 宮崎北 22点 都城商 21点 宮崎工 15点 宮崎南 9点 延岡西 8点 宮崎商 6点

混成 宮崎北 6点 都城商 5点 小林 4点 宮崎工 4点 宮崎農 2点

学校対抗

ト
ラ

ッ
ク

フ
ィ
ー

ル
ド

混
成 19.15-1m33-7m00-29.57

4m98-23m94-DNF
20.89-1m25-6m68-29.06
3m99-18m94-2.55.08

20.43-1m20-6m83-30.47
4m24-27m63-2.46.25

18.16-1m25-5m92-29.74
3m45-22m47-2.49.25

19.57-1m25-6m69-30.35
4m38-34m47-2.44.91

19.64-1m25-6m35-28.84
4m32-22m10-2.51.41

16.97-1m35-8m46-28.67
4m51-32m95-2.50.45

20.78-1m50-7m05-27.66
4m08-21m35-2.36.54

１位 ２位 ３位 ８位４位 ５位 ６位 ７位


