
No. 1
平成19年度　第43回　宮崎県スポーツ少年団　中央大会　陸上競技 男子　決勝成績一覧表 総　　務 河　野　豊　城主催：（財）宮崎県体育協会宮崎県スポーツ少年団　宮崎県教育委員会　宮崎日日新聞 審 判 長 綾　部　誠　二期日：平成19年7月16日（月）会場：宮崎県総合運動公園陸上競技場 記録主任 岩　崎　朋　之日付 種目7/16 中学100m 倉岡　進吾 12.83風：0.0 細野コスモスJr7/16 6年100m 伊地知　優弥 13.49 高妻　亮汰 13.51 由地　真大 13.94 八重尾　翔 13.99 宮川　結貴 14.14 長友　奨力 14.44 上野　義尚 14.46 壱岐　晃平 14.70日南ACジュニア 風：+0.5 宮崎本郷アスリート 風：+0.5 新光 風：+0.5 小林Jrアスリート 風：+0.5 宮崎本郷アスリート 風：+0.5 西都陸上 風：+0.5 串間陸友 風：+0.5 宮崎西陸上 風：+1.57/16 5年100m 大井　　誠也 14.09 加藤　政秀 14.10 前田　祐成 14.41 矢野　裕紀 14.42 藤島　廉 14.56 村崎　秀 14.86 久保山　龍之介 15.19 白坂　直也 15.35宮崎西陸上 大会新 風：+1.3 串間陸友 大会新 風：+1.3 高鍋陸上 大会新 風：+1.3 串間陸友 大会新 風：+0.6 宮崎西陸上 風：+1.3 小林Jrアスリート 風：+1.3 西池ジュニア陸上 風：+1.3 宮崎西陸上 風：+0.87/16 4年100m 冨満　玲央 14.90 柏木　寛太 15.00 山本　翔大 15.08 佐藤　幸志郎 15.32 吉村　太佑 15.71 古川　貴教 15.97 柊崎　秀太 15.99 田村　翔 16.07小林Jrアスリート 風：+1.1 小林Jrアスリート 風：+0.9 新光 風：+1.1 財光寺ジュニア陸上 風：+1.1 小林Jrアスリート 風：+0.9 日南ACジュニア 風：+1.5 小林Jrアスリート 風：+1.5 財光寺ジュニア陸上 風：-0.57/16 3年100m 別宮　涼 16.29 河上　宗生 16.35 壱岐　侑大 16.50 圖師　崇 16.65 上別府　隼都 16.75 目野　寛人 16.87 渕上　大輔 16.97 岩切　慎英 17.12東大宮アスリート 風：0.0 ななつばえ 風：0.0 宮崎西陸上 風：+0.6 東大宮アスリート 風：+0.6 小林Jrアスリート 風：-0.7 西池ジュニア陸上 風：-0.7 小林Jrアスリート 風：-0.4 ななつばえ 風：+0.67/16 2年80m 久嶋　弘圭 13.83 伊地知　駿弥 14.31 平嶋　健人 14.50 河野　壮汰 14.55 隈元　紘輝 14.62 長友　健太 14.91 宮嵜　雅基 14.97 上村　友聖 15.01西都陸上 風：-1.1 日南ACジュニア 風：-1.1 新光 風：-1.8 西都陸上 風：-1.8 高鍋陸上 風：-1.8 西都陸上 風：-1.8 小林Jrアスリート 風：-1.8 三股Jr陸上 風：+0.17/16 1年80m 齋藤　瑞希 16.06 南　瑠海 16.09 湯地　伸梧 17.13 黒木　爽太 17.62 渡辺　一世 17.71 礎　拓海 18.09 中川　春輝 19.83風：-2.4 新光 西都陸上 高岡陸上 西都陸上 日南ACジュニア 西池ジュニア陸上 西池ジュニア陸上7/16 6年80mH 新　涼汰 14.35風：+0.7 小林Jrアスリート7/16 6年1000m 荒武　星哉 3.14.81 木藤　章一郎 3.16.54 林田　尚樹 3.21.28 大村　友哉 3.24.82 姫田　純平 3.24.88 牟田　瑞基 3.33.23 上村　涼太朗 3.34.41 河野　敢太 3.37.29新光 大会新 宮崎西陸上 大会新 財光寺ジュニア陸上 三股Jr陸上 財光寺ジュニア陸上 日南ACジュニア 三股Jr陸上 西都陸上7/16 5年1000m 轟木　亜問 3.33.40 田中　寛二 3.35.40 有藤　晃 3.36.22 宮本　翼 3.37.65 高山　研 3.38.19 谷口　友亮 3.41.67 本村　蓮 3.47.28 湯地　秀康 4.05.76小林Jrアスリート 宮崎本郷アスリート 宮崎西陸上 宮崎本郷アスリート 西池ジュニア陸上 田野陸上 細野コスモスJr 高岡陸上7/16 ４×1００ｍＲ 宮崎本郷アスリートA 55.27 宮崎西陸上A 55.94 西都陸上A 56.96 串間陸友A 57.87 新光陸上A 58.45 小林JrアスリートA 58.47 日南ACジュニアA 60.28 財光寺ジュニア陸上Ａ 60.39　5・6年生共通 　大野　真史 大会新 　壱岐　晃平 　黒木　優輝 　加藤　政秀 　大岩根　拓人 　竹内　啓 　吉田　怜央 　山崎　力　宮川　結貴 　藤島　廉 　長友　奨力 　上野　義尚 　荒武　星哉 　新　涼汰 　伊地知　優弥 　倉石　直人　高妻　亮汰 　木藤　章一郎 　日高　耕輔 　西村　忠修 　辨畑　裕斗 　木佐貫　亘 　竹林　諒 　江藤　亮太　甲斐　翼 　大井　誠也 　高橋　蓮司 　矢野　裕紀 　由地　真大 　八重尾　翔 　川崎　大樹 　林田　尚樹7/16 ４×1００ｍＲ 小林JrアスリートA 61.33 財光寺ジュニア陸上A 63.36 宮崎西陸上A 66.98 小林JrアスリートB 68.68 西都陸上A 69.07 ななつばえA 69.19 東大宮アスリートA 70.61 細野コスモスJr 70.794年生以下 　吉村　太佑 大会新 　山中　大暉 　杉尾　海飛 　橋口　良太 　久嶋　弘圭 　藤井　蓮 　兒玉　礼央 　坂元　晃基　柏木　寛太 　佐藤　幸志郎 　緒方　基稀 　上別府隼都 　萩原　峻 　河上　宗生 　別宮　涼 　吉永　卓也　柊崎　秀太 　本吉　晃大 　壱岐　侑大 　宮　　　和輝 　安藤　樹 　秋山　彰良 　圖師　崇 　本村　仁　冨満　玲央 　田村　翔 　桑畑　悠仁 　渕上　大輔 　久嶋　弘充 　松岡　広海 　澤野　大夢 　栗崎　阿古7/16 6年走幅跳 山崎　力 4m07 木佐貫　亘 3m96 黒木　優輝 3m96 兒玉　峻寛 3m80 江藤　亮太 3m77 中園　正己 3m65 竹内　啓 3m62 小川　昇也 3m27財光寺ジュニア陸上 +0.7 小林Jrアスリート +0.0 西都陸上 +0.0 田野陸上 -0.1 財光寺ジュニア陸上 +0.0 西池ジュニア陸上 +0.0 小林Jrアスリート +0.0 東大宮アスリート +0.67/16 5年走幅跳 吉田　怜央 3m69 中武　祐哉 3m57 落合　要 3m56 久保　燎平 3m38 甲斐　大雅 3m31 外園　通史 3m29 渡辺　一心 3m17 佐々木　建介 3m12日南ACジュニア +0.4 西都陸上 -0.6 東大宮アスリート +0.7 西池ジュニア陸上 +0.3 東大宮アスリート +0.7 高鍋陸上 +0.3 日南ACジュニア 西池ジュニア陸上 +0.37/16 6年走高跳 池田　浩貴 1m30 倉石　真人 1m20 川崎　大樹 1m10東大宮アスリート 大会新 財光寺ジュニア陸上 日南ACジュニア
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No. 1
平成19年度　第43回　宮崎県スポーツ少年団　中央大会　陸上競技 女子　決勝成績一覧表 総　　務 河　野　豊　城主催：（財）宮崎県体育協会宮崎県スポーツ少年団　宮崎県教育委員会　宮崎日日新聞 審 判 長 綾　部　誠　二期日：平成19年7月16日（月）会場：宮崎県総合運動公園陸上競技場 記録主任 岩　崎　朋　之日付 種目7/16 中学100m 小角　涼 15.05 大迫　みゆき 15.37風：0.0 細野コスモスJr 細野コスモスJr7/16 6年100m 佐藤　久瑠実 14.28 内門　沙綾 14.34 岩切　佑伊 14.61 高藤　芽衣 14.95 根井　香南美 14.97 高木　香織 14.97 小久保　友貴 15.03 原田　汐帆 15.05宮崎本郷アスリート +0.1 小林Ｊｒアスリート +0.1 ななつばえ +0.1 宮崎本郷アスリート +0.1 宮崎本郷アスリート +0.2 西池ジュニア陸上 +0.1 宮崎本郷アスリート +0.7 細野コスモスJr +0.27/16 5年100m 長渡　朱音 14.64 尾崎　真奈美 14.98 串間　咲希 15.13 田中　実紗子 15.41 長尾　奈苗 15.50 駒澤　美奈 15.52 大牟田　恵利奈 15.69 丸山　優花 15.94ななつばえ +0.2 日向アスリート +0.2 宮崎本郷アスリート +0.2 財光寺ジュニア陸上 +0.2 宮崎本郷アスリート +0.2 財光寺ジュニア陸上 +0.2 小林Jrアスリート +0.2 財光寺ジュニア陸上 +0.47/16 4年100m 田辺　涼華 15.42 保島　藍里 15.74 長倉　冴美 15.88 大井　柚乃 15.91 伊地知　玲奈 15.93 新原　萌々 16.19 田中　まい 16.29 外山　まりの 16.33新光陸上 +1.2 宮崎本郷アスリート +1.4 宮崎本郷アスリート +1.4 宮崎西陸上 +1.4 日南ACジュニア +1.4 宮崎西陸上 +1.2 高鍋陸上 +1.4 細野コスモスJr +1.47/16 3年100m 長渡　円香 17.07 長友　未来　 17.24 山下　明璃 17.28 笹岡　梨央 17.44 樋口　由希子 17.60 岩崎　うらら 17.62 山下　美寿沙 17.71 西俣　君香 17.71ななつばえ +1.2 西池ジュニア陸上 +1.2 ななつばえ +0.4 西都陸上 +1.7 西都陸上 +0.6 財光寺ジュニア陸上 +1.7 宮崎西陸上 +0.6 西都陸上 +1.27/16 2年80m 金丸　芽生 14.31 米良　ふたば 14.50 福田　梨実香 14.55 柏木　菜々子 14.59 武田　晴花 14.74 金田　伊代 14.82 兒玉　紗和 14.86 山本　萌子 15.07宮崎西陸上 +0.7 ななつばえ +0.1 新光陸上 +0.7 小林Ｊｒアスリート +0.1 宮崎西陸上 +1.3 高鍋陸上 -0.7 東大宮アスリート +0.7 三股ジュニア陸上 +0.17/16 1年80m 田中　ひまり 16.33 久嶋　美咲 17.03 目野　由都希 17.68 椎葉　美里 18.30風：-0.6 財光寺ジュニア陸上 ななつばえ 西池ジュニア陸上 小林Ｊｒアスリート7/16 6年80mH 明石　恵芽 14.57 中嶋　夕里亜 16.64 平岡　真衣子 18.45風： 細野コスモスＪｒ 日南ＡＣジュニア 小林Ｊｒアスリート7/16 6年800m 川元　楓 2.35.94 福永　彩夏 2.38.98 下村　優依 2.46.46 中馬　みなみ 2.50.00 鹿島　清和 2.57.28 上別府　江里 3.01.39 竹田　輝 3.04.84 保田　枝里 3.05.96新光陸上 三股ジュニア陸上 小林Ｊｒアスリート 三股ジュニア陸上 小林Ｊｒアスリート 宮崎西陸上 財光寺ジュニア陸上 宮崎本郷アスリート7/16 5年800m 高橋　舞 2.41.37 梶原　あゆみ 2.43.76 吉良　花瑠 2.44.14 川竹　夏未　 2.50.32 富永　奈津美 2.50.77 南井上　優有 3.02.52 小田部　志穂 3.07.82 黒木　麻由 3.08.35新光陸上 大会新 高鍋陸上 高鍋陸上 東大宮アスリート 新光陸上 宮崎西陸上 高鍋陸上 財光寺ジュニア陸上7/16 ４×1００ｍＲ ななつばえＡ 56.37 宮崎本郷アスリートＡ 57.55 財光寺ジュニア陸上Ａ 58.32 小林ＪｒアスリートＡ 59.57 宮崎本郷アスリートＢ 59.63 細野コスモスJr 59.81 高鍋陸上Ａ 60.55 小林ＪｒアスリートＢ 61.38　5・6年生共通 　岩切　佑伊 大会新 　根井　香南美 　小田　育実 　平岡　真衣子 　長尾　奈苗 　坂元　穂乃香 　籾木　智友里 　岩倉　優芽美　長渡　朱音 　佐藤　久瑠実 　黒木　菜央 　池畑　美紀 　小久保　友貴 　原田　汐帆 　後藤　可奈 　大牟田　恵利奈　酒井　みなみ 　竹之前　かすみ 　松澤　里紗 　馬場　夏美 　福中　夕真 　櫻田　春香 　菅　瑞希 　大山　千明　金丸　和佳奈 　高藤　芽衣 　長渡　則子 　内門　沙綾 　串間　咲希 　明石　恵芽 　岡田　珠実 　下村　優依7/16 ４×1００ｍＲ 宮崎本郷アスリートＡ 64.45 宮崎西陸上Ａ 66.32 財光寺ジュニア陸上 67.95 細野コスモスJr 68.07 宮崎本郷アスリートＢ 70.94 新光陸上B 72.21 西都陸上Ｂ 72.54 東大宮アスリート 73.534年生以下 　萩堂　美沙希 大会新 　橋口　朋果 　江藤　梨奈 　加藤　愛 　前田　瑠那 　外山　唯 　黒木　友香 　西　重磨　保島　藍里 　新原　萌々 　田口　琴音 　外山　まりの 　家村　知尋 　福田　梨実香 　児玉　佑奈 　徳田　亜美　山下　佳奈 　吉村　奈々子 　甲斐　稜都 　明石　奈々 　大野　真梨 　福田　桃香 　中武　優衣 　河野　有咲　長倉　冴美 　大井　柚乃 　黒木　真奈 　太田　千裕 　大田原　祐 　田辺　涼華 　樋口　由希子 　安楽　美桜7/16 6年走幅跳 竹之前　かすみ 4m37 小田　育実 4m04 黒木　菜央 4m00 金丸　和佳奈 3m90 甲斐　圭菜 3m51 池畑　美紀 3m49 岡田　珠実 3m15 池田　文香 3m04宮崎本郷アスリート +1.2 財光寺ジュニア陸上 +0.6 財光寺ジュニア陸上 +0.4 ななつばえ +1.0 宮崎本郷アスリート +0.2 小林Jrアスリート +0.6 高鍋陸上 -0.4 宮崎本郷アスリート +0.9
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