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平成18年度　第22回　宮崎県学童陸上競技大会 男子　決勝成績一覧表
総　　務 河　野　豊　城

主催：宮崎陸上競技協会
審 判 長 綾　部　誠　二

期日：平成18年6月25日（日）
会場：宮崎県総合運動公園陸上競技場 記録主任 一　井　俊　広

日付 種目
6/25 6年100m 前田　宣天 13.35 久保　聡崇 13.59 富永　尚樹 13.61 佐藤　幸聖 14.02 中原　帯誠 14.19 黒田　裕海 14.19 花堂　尊光 14.29 甲斐　慎司 14.96

風：-1.5 高鍋陸上 生目陸上 新光陸上 南方アスリート 都城アスリート 南方アスリート 都城アスリート 南方アスリート

6/25 5年100m 伊知地　優弥 14.64 中村　健志 14.90 新　涼汰 15.12 荒武　星哉 15.13 上野　義尚 15.15 夏井　隆光 15.29 岩切　龍二 15.38 由地　真大 15.55

風：-0.9 日南ＡＣ 小松台ＡＣ 小林ジュニアアスリート 新光陸上 串間陸友 財光寺南 宮崎西陸上 新光陸上

6/25 4年100m 加藤　政秀 15.12 矢野　裕紀 15.33 内村　颯太 15.33 濱田　諒太朗 15.35 久保山　龍之介 15.85 藤島　廉 15.91 宮元　冴貴 15.91 大井　誠也 15.95

風：-0.1 串間陸友 串間陸友 日後谷陸上 南方アスリート 西池ジュニア陸上 宮崎西陸上 都城アスリート 宮崎西陸上

6/25 6年80mH 中武　凌 13.42 金子　和幸 14.23 小野　恭汰 16.64 石橋　瑛志 16.82 坂元　吉 17.53 小野　大輔 17.66 鈴木　慎之介 18.27 渡邊　裕哉 18.29

風：-2.0 宮崎西陸上 東海アスリート 東海アスリート 細野コスモスＪｒ 細野コスモスＪｒ 南方アスリート 日後谷陸上 細野コスモスＪｒ

6/25 6年1000m 黒木　燿一朗 3.25.32 沼口　憲司 3.26.15 黒木　健太郎 3.27.15 谷　明 3.27.76 野上　策史 3.34.50 黒木　隆矢 3.39.41 後藤　涼祐 3.44.43 川竹　将平 3.46.24

西都陸上 高鍋陸上 一之宮陸友会 東大宮アスリート 東海アスリート 一之宮陸友会 財光寺ジュニア 東大宮アスリート

6/25 5年1000m 長友　奨力 3.32.54 姫田　純平 3.32.95 早瀬　竜馬 3.35.95 高橋　蓮司 3.37.64 河野　巧 3.40.45 西村　光司 3.45.59 黒木　佑圭 3.45.87 大村　友哉 3.47.72

西都陸上 財光寺ジュニア 南方アスリート 西都陸上 一之宮陸友会 田野陸上 一之宮陸友会 三股ジュニア

6/25 ４×1００ｍＲ 南方アスリートＡ 55.44 宮崎本郷アスリートＡ 56.23 都城アスリートＡ 56.27 宮崎西陸上Ａ 57.34 東海アスリートＡ 58.04 小林ジュニアアスリート 58.46 東大宮アスリートＡ 58.53 小松台アスリートＡ 58.82

共通 原田　悠司 宮川　結貴 鎌田　洋平 中武　凌 向山　幸希 八重尾　公仁 小川　翔吾 中村　健志

甲斐　慎司 大坪　駿 中原　帯誠 西田　慎 金子　和幸 清　楓雅 谷　明 中島　保志人

黒田　裕海 吉田　柊 上村　洸樹 壱岐　晃平 山部　和貴 新　涼汰 川竹　将平 濱本　大介

佐藤　幸聖 山下　悟史 花堂　尊光 岩切　李樹 大崎　陽平 宮窪　祐允 前田　公翔 春田　晋作

6/25 共通ソフトボール投 椎葉　正基 54ｍ87 関山　泰輔 50ｍ56 黒木　大地 48ｍ36 小川　昇也 44ｍ19

小林ジュニアアスリート 宮崎西陸上 東大宮アスリート 東大宮アスリート

6/25 6年走高跳 山下　悟史 1ｍ18 島内　良仁 1ｍ15 甲斐　大道 1ｍ05

宮崎本郷アスリート 宮崎西陸上 東大宮アスリート

6/25 6年走幅跳 倉岡　進吾 4ｍ22 岩切　李樹 4ｍ11 大坪　駿 4ｍ00 山下　敦史 3ｍ97 西田　慎 3ｍ95 大崎　陽平 3ｍ94 小川　翔吾 3ｍ73 向山　幸希 3ｍ65

細野コスモスＪｒ -1.4 宮崎西陸上 +0.9 宮崎本郷アスリート -1.0 日後谷陸上 -0.1 宮崎西陸上 -0.5 東海アスリート -0.5 東大宮アスリート +0.2 東大宮アスリート +0.0

6/25 5年走幅跳 高原　義隆 4ｍ35 黒木　優輝 3ｍ45 江藤　亮太 3ｍ39 山崎　力 3ｍ22 斉藤　祐己 3ｍ16 緒方　保希 3ｍ11 中園　正己 3ｍ07 藤浦　孔大 3ｍ00

日南ＡＣ +0.0 西都陸上 -0.2 財光寺ジュニア陸上 +0.2 財光寺ジュニア陸上 -0.5 西都陸上 -0.4 宮崎西陸上 +0.9 西池ジュニア陸上 +0.1 ななつばえ -0.3
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平成18年度　第22回　宮崎県学童陸上競技大会 女子　決勝成績一覧表
総　　務 河　野　豊　城

主催：宮崎陸上競技協会
審 判 長 綾　部　誠　二

期日：平成18年6月25日（日）
会場：宮崎県総合運動公園陸上競技場 記録主任 一　井　俊　広

日付 種目
6/25 6年100m 神崎　安里 14.25 安部　早也加 14.33 石原　千愛 14.41 清水　佳奈 14.51 古城　瞳 14.80 宮脇　伽奈 14.91

風：-1.4 東海アスリート 日南AC 都城アスリート 西池ジュニア陸上 ひまわり陸上 都城アスリート

6/25 5年100m 椎葉　菜緒 14.60 佐藤　久瑠実 14.96 内門　沙綾 15.07 岩切　夢 15.33 岩切　佑伊 15.46 長友　愛希子 15.76 明石　恵芽 15.91 亀井　優花 16.01

風：-1.9 ひまわり陸上 宮崎本郷アスリート 小林ジュニアアスリート 小松台AC ななつばえ 木城陸友 細野コスモスJr 東海アスリート

6/25 4年100m 長渡　朱音 15.40 後藤　和子 15.62 尾崎　真奈美 15.81 梶原　あゆみ 16.11 長尾　奈苗 16.19 川竹　夏朱 16.20 野島　海莉 16.47 満留　早 16.66

風：-0.8 ななつばえ 南方アスリート 細島 高鍋陸上 宮崎本郷アスリート 東大宮アスリート 生目陸上 串間陸友

6/25 6年80mH 松本　紗季 14.67 堀内　えみ 16.57 芹田　あきほ 17.44 野間　香恋 17.88 當瀬　美夏 1938 石田　のぞみ 19.70

風：-1.4 日南AC 一之宮陸友会 細野コスモスJr 日後谷陸上 細野コスモスJr 宮崎本郷アスリート

6/25 6年800m 黒木　彩 2.45.78 小野　瑞季 2.46.64 小笠　夏希 2.46.80 斉藤　愛沙 2.47.26 谷　あすか 2.48.29 岸本　夏菜 2.49.19 平野　結花 2.50.74 末山　香織 2.50.77

財光寺ジュニア陸上 木城陸友 高千穂 一之宮陸友会 南方アスリート 財光寺ジュニア陸上 小林ジュニアアスリート 後川内

6/25 5年800m 川元　楓 2.40.20 福永　彩夏 2.42.60 甲斐　南帆 2.47.66 上野　さくら 2.50.15 黒木　里夏 2.51.16 児玉　沙矢美 2.56.57 黒木　美智流 2.57.05 坂元　穂乃佳 3.03.27

新光陸上 三股ジュニア陸上 小松台AC 一之宮陸友会 一之宮陸友会 生目陸上 一之宮陸友会 細野コスモスJr

6/25 ４×1００ｍＲ 東海アスリートA 55.71 宮崎西陸上A 56.70 ひまわり陸上A 57.17 日南ACジュニア 57.21 都城アスリートA 57.40 宮崎本郷アスリートA 59.24 東海アスリートB 60.14 西池ジュニア陸上 60.16

共通 　矢野　渚津美 　河野　ことみ 　河野　千秋 　松本　紗季 　山元　美典 　松元　可南子 　脇田　有紀子 　中野　志保

　神﨑　安里 　藤島　由芽 　椎葉　菜緒 　近藤　夏奈 　石原　千愛 　佐藤　久瑠実 　新名　陽奈乃 　中村　寿子

　深田　麻友 　緒方　優 　太田　和佳菜 　井手　菜津美 　徳永　夏希 　家村　彩稔 　桑原　美麗 　田畑　萌

　和藤　海輝 　相川　千秋 　古城　瞳 　安部　早也加 　宮脇　伽奈 　竹之前　かすみ 　山内　愛梨沙 　清水　佳奈

6/25 6年走高跳 近藤　夏奈 1ｍ22 光川　千智 1ｍ16 日髙　満理安 1ｍ13 井上　さくら 1ｍ05 脇田　有紀子 1ｍ05

日南AC 宮崎本郷アスリート 宮崎西陸上 東大宮アスリート 東海アスリート

6/25 6年走幅跳 木村　公美 3ｍ97 秋廣　岬 3ｍ94 中島　杏樹 3ｍ91 猪須　きらら 3ｍ88 柏木　亜裕美 3ｍ57 右立　由衣 3ｍ48 井手　菜津美 3ｍ35 黒木　千夏 3ｍ28

宮崎西陸上 +1.7 安久 -1.4 宮崎西陸上 0.0 東大宮アスリート 0.0 東大宮アスリート +0.2 東大宮アスリート +0.5 日南AC +0.1 一之宮陸友会 +0.4

6/25 5年走幅跳 竹之前　かすみ 4ｍ00 金丸　和佳奈 3ｍ85 長友　香菜 3ｍ23 田中　涼子 2ｍ58

宮崎本郷アスリート 0.0 ななつばえ -0.6 東海アスリート -0.9 細野コスモスJr +0.6

6/25 ソフトボール投 増田　綾乃 30ｍ07 伯井　和 27ｍ39 田畑　萌 25ｍ43 中村　寿子 23ｍ66

共通 日後谷陸上 東大宮アスリート 西池ジュニア陸上 西池ジュニア陸上
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