
男子八種競技
審 判 長：高妻 賢士

記録主任：井上 秀和

大会記録 (GR)           4716      川口 幸男 (宮崎工)                                                      

宮崎県高校記録 (MH)     5114      川口 幸男 (宮崎工)                                                      

全国高校記録 (HN)       5743      塩塚 敬太 (高砂南・兵庫)                                                

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

ｽｽﾞｷｼｮｳﾀ 宮崎 12.05 5m52 8m50 55.36 17.69 43m88 1m60 4.59.02

1 406 鈴木　章太 (2) 日向工高 +0.9 +1.9 +1.5 4188

(641) (485) (396) (584) (554) (499) (464) (565)

ﾖｺﾔﾏｼﾞｭﾝｲﾁ 宮崎 12.27 5m08 7m22 54.59 21.72 28m43 1m53 4.41.87

2 921 横山　純一 (1) 宮崎工高 +0.9 +1.8 +1.5 3515

(599) (398) (320) (615) (226) (277) (411) (669)

ﾀｶｶﾞﾜｼﾝﾔ 宮崎 12.22 4m66 6m39 56.45 20.48 26m64 1m40 4.48.81

3 1215 髙川　慎也 (2) 宮崎農高 +0.9 +1.9 +1.5 3248

(608) (319) (272) (542) (312) (252) (317) (626)

ﾒﾗﾄﾓｷ 宮崎 11.84 5m40 7m11 59.24 20.88 19m71 1m40 5.20.44

4 920 米良　友貴 (1) 宮崎工高 +0.9 +3.3 +1.5 3102

(683) (461) (314) (439) (283) (157) (317) (448)

ﾀﾜﾗﾂﾐﾀﾞｶｽﾞｷ 宮崎 12.86

1979 俵積田一樹 (2) 佐土原高 +0.9 492

(492)



女子七種競技(女子)
審 判 長：高妻 賢士
記録主任：井上 秀和

大会記録 (GR)           2857      川越 美穂 (宮崎北)                                                      
宮崎県高校記録 (MH)     3948      児嶋　瑠美 (宮崎工)                                                     
全国高校記録 (HN)       5384      笠原　瑞世 (添上・奈良)                                                 

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 17.06 1m31 8m08 28.77 4m41 30m80 2.44.24

1 790 川越　美穂 (2) 宮崎北高 +1.9 +0.8 +0.4 3408 NGR
(590) (419) (405) (571) (406) (492) (525)

ｼﾓﾑﾗﾐｻ 宮崎 18.79 1m20 7m53 29.72 4m31 33m00 2.49.07
2 1742 下村　美紗 (2) 小林高 +1.9 +0.8 +0.1 2981

(410) (312) (369) (502) (381) (534) (473)
ｶﾜﾊﾗﾏﾅﾐ 宮崎 18.48 1m20 4m86 28.47 3m99 16m30 2.33.53

3 468 河原真奈美 (1) 高鍋高 +1.9 +0.8 +0.5 2720
(440) (312) (199) (594) (306) (220) (649)

ﾀﾅｶﾗﾝ 宮崎 21.32 1m25 6m29 28.97 4m20 19m55 2.54.01
4 878 田中　蘭 (2) 宮崎工高 +1.9 +0.8 +1.0 2466

(202) (359) (290) (556) (355) (281) (423)
ﾇｸﾐｽﾞﾏﾘ 宮崎 20.40 1m40 5m00 31.32 3m95 12m48 2.55.21

5 1466 温水　真梨 (2) 都城商高 +1.9 +0.8 +0.3 2242
(270) (512) (208) (394) (296) (151) (411)

ﾘｮｳｹﾐｷ 宮崎 20.26 1m15 6m02 34.42 3m14 17m66 3.09.39
6 885 領家　生妃 (1) 宮崎工高 +1.9 +0.8 +0.9 1699

(281) (266) (273) (219) (131) (246) (283)
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