
男子八種競技(男子)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 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 宮崎 11.20 6m26 10m68 52.94 15.68 46m44 1m74 5.01.22

1 871 川口　幸男 (3) 宮崎工 +1.8 +2.5 +1.0 5107
(817) (644) (527) (684) (769) (536) (577) (553)

ﾔﾅｾｹｲﾀ 宮崎 12.07 6m06 10m68 53.82 18.58 41m02 1m77 4.30.34
2 875 梁瀬　恵太 (3) 宮崎工 +1.8 +2.8 +1.0 4682

(637) (600) (527) (647) (470) (457) (602) (742)
ｷｸﾞﾁﾏｻﾕｷ 宮崎 11.56 5m78 9m00 53.03 19.22 38m07 1m56 4.46.88

3 808 木口　正之 (3) 宮崎大宮 +1.8 +2.0 +1.0 4285
(740) (540) (426) (680) (413) (414) (434) (638)

ｽｽﾞｷｼｮｳﾀ 宮崎 12.15 5m93 8m92 58.13 17.74 43m89 1m50 5.01.75
4 406 鈴木　章太 (2) 日向工 +3.0 +1.7 +1.0 4080

(622) (571) (421) (479) (549) (499) (389) (550)
ｵｶﾀﾞﾀﾞｲｽｹ 宮崎 12.63 5m21 7m48 62.58 23.34 40m43 1m56 5.28.31

5 1973 岡田　大輔 (2) 佐土原 +1.8 +1.5 +1.0 3045
(532) (423) (336) (330) (134) (448) (434) (408)

ｳﾁｸﾗﾀﾞｲｷ 宮崎 11.96 5m57
1 内倉　大樹 (3) 高千穂 +3.0 +2.1 1155

(659) (496)
ｻﾄｳﾕｳﾀ 宮崎 12.39 5m40

11 佐藤　裕太 (2) 高千穂 +3.0 +1.8 1037
(576) (461)

ｶｲｷﾖｼ 宮崎 11.61
6 甲斐　潔 (2) 高千穂 +1.8 730

(730)
ﾓﾘﾊﾙｷ 宮崎

918 森　春樹 (1) 宮崎工

審 判 長：高妻 賢士
記録主任：井上 秀和

 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

凡例  
2006/6/6 19:46

1/1



女子七種競技(女子)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 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 宮崎 16.97 1m35 8m46 28.67 4m51 32m95 2.50.45

1 790 川越　美穂 (2) 宮崎北 +0.6 0.0 +0.8 3491
(600) (460) (429) (579) (431) (533) (459)

ﾖｺﾔﾏｸﾐ 宮崎 20.78 1m50 7m05 27.66 4m08 21m35 2.36.54
2 1474 横山　公美 (3) 都城商 +0.6 0.0 +0.6 3111

(241) (621) (338) (658) (326) (314) (613)
ｼﾓﾑﾗﾐｻ 宮崎 19.57 1m25 6m69 30.35 4m38 34m47 2.44.91

3 1742 下村　美紗 (2) 小林 +0.2 0.0 +0.3 2949
(339) (359) (315) (458) (398) (562) (518)

ﾀﾅｶﾗﾝ 宮崎 19.64 1m25 6m35 28.84 4m32 22m10 2.51.41
4 878 田中　蘭 (2) 宮崎工 +0.2 0.0 +1.3 2713

(333) (359) (294) (566) (384) (328) (449)
ｸﾗﾊﾗｶﾅｺ 宮崎 20.43 1m20 6m83 30.47 4m24 27m63 2.46.25

5 1202 倉原佳名子 (3) 宮崎農 +0.2 0.0 +0.4 2653
(268) (312) (324) (450) (364) (432) (503)

ﾘｮｳｹﾕｷ 宮崎 18.16 1m25 5m92 29.74 3m45 22m47 2.49.25
6 873 領家　由妃 (3) 宮崎工 +0.6 0.0 +0.2 2593

(472) (359) (266) (500) (190) (335) (471)
ｱﾘﾄﾞﾒﾐｶ 宮崎 19.15 1m33 7m00 29.57 4m98 23m94 DNF

7 874 有留　美香 (3) 宮崎工 +0.2 0.0 +1.4 2579
(376) (439) (335) (513) (554) (362) (0)

ｼﾝﾁﾕﾏ 宮崎 20.89 1m25 6m68 29.06 3m99 18m94 2.55.08
8 1717 新地　由磨 (3) 小林 +0.6 0.0 +0.6 2444

(233) (359) (315) (550) (306) (269) (412)
ﾄﾀﾞｶｱﾔﾉ 宮崎 17.57 1m15 5m71

1950 戸高　彩乃 (2) 都城高専 +0.6 1053
(534) (266) (253)
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