
期日：2007年11月10日

月日 種目 組 風 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録

1/4 ﾍﾟｰｼﾞ平成19年度第２回宮崎陸上競技協会強化記録会

男子決勝記録表
競技会場：生目の杜運動公園陸上競技場

100m
11/10 1 -2.1

1 前田  祐成(5) 高鍋陸上 14"66 2 中島保志人(6) 小松台ｱｽﾘ-ﾄ 15"11小学男子

100m第1
11/10 1 0.0

1 渡邊  海斗(2) 檍中 13"09 2 花内  勇也(2) 加納中 13"17 3 木村  将也(1) 大淀中 13"58 4 高山  陽平(1) 小林高 13"67一般男子

5 大坪    駿(1) 大淀中 14"01 6 岡本  勇椰(1) 吾田中 14"51 7 本田  友行(1) 大淀中 14"77 8 申田  友樹(1) 本郷中 15"42

2 +0.1
1 小田  一輝(2) 宮崎南高 12"06 2 江口  功樹(2) 小林高 12"61 3 久保田  峻(3) 吾田中 12"94 4 村田  達哉(1) 加納中 13"18

5 前田    翔(3) 吾田中 13"20 6 日高  健太(1) 大淀中 13"26 7 戸高  久恒(1) 高千穂高 13"45

3 0.0
1 前田  宣夫 高鍋東中 12"64 2 中元  健雄(1) 小林高 12"76 3 片平  康太(1) 都城西高 12"90 4 山下  敦史(1) 吾田中 12"96

5 藤川  宏志(1) 小林高 12"98 6 八ヶ代和希 宮崎市陸協 13"18 7 籾木慎之介(1) 大淀中 13"30 8 松浦  宇宙(1) 吾田中 13"57

4 0.0
1 立野  純平(2) 小林高 12"51 2 大角  一如(2) 宮崎学園高 12"55 3 米重  広之 有明高 12"59 4 木宮  弘毅(1) 宮崎南高 12"64

5 大島  航平(3) 吾田中 12"65 6 齋藤  良祐(2) 日章学園高 12"65 7 松浦俊之助(2) 吾田中 12"74 8 満留  卓実(2) 小林高 12"76

9 西村  克紀(1) 本郷中 12"98

5 0.0
1 大脇麻沙人(2) 鵬翔高 11"77 2 松山  茂晴 宮崎県庁 12"09 3 釜谷  翔太(3) 宮崎大 12"23 4 茂田  大輝(1) 小林高 12"26

5 黒木  正大(2) 大淀中 12"39 6 貫      葵(2) 日章学園中 12"50 7 金丸  裕樹(1) 本郷中 12"54

6 +0.2
1 佐藤  将司(3) 日章学園高 11"76 2 山口  昂平(2) 小林高 11"86 3 山下  英範(2) 宮崎南高 11"95 4 酒井  優一(2) 鵬翔高 11"95

5 山崎  大地(2) 鵬翔高 12"20 6 吉田  昂平(3) 吾田中 12"20 7 柳田  崚吾(1) 都城高専 12"31 8 串間  琢郎(2) 本郷中 12"38

7 -0.3
1 日髙  祐星(2) 都城泉ヶ丘高 11"42 2 平部  真彬(1) 宮崎北高 11"49 3 高須  力樹(3) 生目中 11"54 4 甲斐    潔(3) 高千穂高 11"63

5 下別府裕人(2) 宮崎南高 11"65 6 植田  直生(2) SCC 11"69 7 作    紀昂 宮大附属中 11"73 8 石川雄一朗(1) 宮崎北高 11"76

9 有谷  賢人(2) 大淀中 11"95

200m
11/10 1 0.0

1 立野  純平(2) 小林高 25"39 2 松浦俊之助(2) 吾田中 25"57 3 中元  健雄(1) 小林高 25"66 4 江口  功樹(2) 小林高 25"68

5 籾木慎之介(1) 大淀中 26"47 6 日高  健太(1) 大淀中 26"62 7 堀内  勇希(2) 檍中 27"35 8 白石  峻也(1) 加納中 29"43

2 +0.6
1 有谷  賢人(2) 大淀中 23"96 2 有村  拓也(2) 宮崎大 23"96 3 宮崎  俊輔(2) 大淀中 24"73 4 茂田  大輝(1) 小林高 24"88

5 黒木  正大(2) 大淀中 25"20 6 ﾌｫｽﾀﾞﾆｴﾙ誠(2) 加納中 26"00 7 大岐  俊平(1) 加納中 26"27 8 東郷  有起(1) 吾田中 27"75

3 +0.9
1 日髙  祐星(2) 都城泉ヶ丘高 22"78 2 江口  賢剛(4) 宮崎大 23"15 3 河野  春樹(2) 宮崎学園高 23"39 4 植田  直生(2) SCC 23"55

5 作    紀昂 宮大附属中 23"63 6 下別府裕人(2) 宮崎南高 23"63 7 山口  昂平(2) 小林高 23"89 8 山下  英範(2) 宮崎南高 24"32



期日：2007年11月10日
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2/4 ﾍﾟｰｼﾞ平成19年度第２回宮崎陸上競技協会強化記録会

男子決勝記録表
競技会場：生目の杜運動公園陸上競技場

110mH
11/10 1 -0.4

1 岩坪光太郎(1) 鹿屋高 18"46 2 神田  竜矢(1) 有明高 19"80一般男子

100m第2
11/10 1 -0.8

1 横山  敬史 宮崎大 12"36 2 三宅    純(1) 宮崎大 12"43 3 大岐  俊平(1) 加納中 12"86 4 日高  健太(1) 大淀中 13"61

5 廣津  卓郎(1) 加納中 14"19 6 白石  峻也(1) 加納中 14"22 7 上原凛太朗(1) 加納中 14"45 8 本田  友行(1) 大淀中 15"02

2 -0.4
1 江口  賢剛(4) 宮崎大 11"56 2 松田  翔平(1) 宮崎大 12"19 3 松山  茂晴 宮崎県庁 12"22 4 南    勇希(3) 有明高 12"41

5 矢野    響(1) 加納中 12"68 6 柳原  久志(2) 有明高 12"92 7 ﾌｫｽﾀﾞﾆｴﾙ誠(2) 加納中 13"03

3 -1.9
1 高須  力樹(3) 生目中 11"81 2 山口  昂平(2) 小林高 12"22 3 茂田  大輝(1) 小林高 12"45 4 高城  和斉(3) 宮崎工高 12"60

5 串間  琢郎(2) 本郷中 12"60 6 中島  哲哉(3) 有明高 12"81

4 -0.3
1 中武  大士(3) 宮崎工高 11"94 2 松元  勇也(3) 宮崎工高 12"07 3 西村  泰徳 宮崎大 12"30 4 山下  裕生(3) 宮崎工高 12"34

5 小林  照之(3) 宮崎大 12"70 6 久保  亮貴 宮崎大 13"23 7 戸高  久恒(1) 高千穂高 13"42 8 池ノ上  実(5) 宮崎大 13"61

400m
11/10 1

1 有村  拓也(2) 宮崎大 52"54 2 横山  敬史 宮崎大 56"53 3 大角  一如(2) 宮崎学園高 57"83 4 藤川  宏志(1) 小林高 58"41

5 大窪  崇史(1) 宮崎南高 59"80 6 大橋    慎(2) 本郷中 60"45 7 神田  竜矢(1) 有明高 60"54 8 高山  陽平(1) 小林高 61"48

9 山下翔太郎(2) 吾田中 64"48

2
1 三宅    純(1) 宮崎大 53"49 2 釜谷  翔太(3) 宮崎大 53"72 3 末松  雄基 都城高専 54"57 4 宮崎  俊輔(2) 大淀中 55"82

5 椎葉  俊明(1) 宮崎南高 56"23 6 岸本  秀斗(1) 宮崎北高 57"13 7 金丸  裕樹(1) 本郷中 58"81

3
1 甲斐    潔(3) 高千穂高 52"27 2 佐藤  義隆(2) 宮崎北高 53"04 3 佐藤  友春(2) 高千穂高 53"37 4 河野  春樹(2) 宮崎学園高 54"00

5 大坪    岳(2) 宮崎南高 54"62 6 橋之口紘史(2) 宮崎大 55"60 7 久保  亮貴 宮崎大 62"30

1500m
11/10 1

1 冨永  敬博(1) 都城泉ヶ丘高
機械故障

2 沼口  雅彦 佐土原中
機械故障

3 上村    聖(2) 都城泉ヶ丘高
機械故障

4 上玉利嘉彦(2) 都城泉ヶ丘高
機械故障

5 﨑田    遼(2) 加納中
機械故障

6 松下  洋輔(2) 宮崎北高
機械故障

7 田村  航大(2) 吾田中 4'42"89 8 猪野  洸喜(3) 日章学園中 4'43"23

9 永山  和樹(1) 宮崎南高 4'44"53 10 加藤  智樹(3) 日章学園中 4'46"23 11 三浦  友太 本郷中 4'52"92 12 畝原宗一郎(1) 都城泉ヶ丘高 4'58"50

13 長友  稔樹(1) 加納中 5'00"84 14 渡邉  賢司(1) 加納中 5'09"46 15 川越  光晃(1) 本郷中 5'14"49 16 河野  夏輝(1) 本郷中 5'20"05

17 重村  文哉(1) 本郷中 5'28"23 18 平野  将次(1) 加納中 5'30"76 19 谷口  達拡(2) 吾田中 5'36"97 20 山下  雄大(1) 吾田中 5'38"01

21 安村  翔太(2) 吾田中 5'47"93



期日：2007年11月10日
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3/4 ﾍﾟｰｼﾞ平成19年度第２回宮崎陸上競技協会強化記録会

男子決勝記録表
競技会場：生目の杜運動公園陸上競技場

5000m
11/10 1

1 臼山  智洋(1) 鹿屋高 16'23"90 2 平武  輝彦 都城自衛隊 16'45"45 3 長倉  正朋 宮崎県庁 16'49"56 4 田畑  雄仁 都城自衛隊 16'51"43一般男子

5 菅    雄三(2) 鹿屋高 17'03"06 6 菅    雄二(2) 鹿屋高 17'09"71 7 枦    亮太(2) 都城西高 17'10"95 8 川岡  友和 都城自衛隊 17'13"00

9 田村  真一 宮崎県庁 17'46"05 10 那須  一樹(1) 宮崎工高 17'47"77 11 内間  翔太 都城自衛隊 17'54"80 12 矢野  康行 宮崎県庁 17'55"63

13 畝原宗一郎(1) 都城泉ヶ丘高 18'24"55 14 松本  英治 宮崎県庁 18'33"51 15 秋廣  尚斗(1) 都城泉ヶ丘高 18'38"63

2
1 脇田    進 都城自衛隊 14'43"41 2 佐々木秀行 宮崎県教員ｸﾗﾌﾞ 15'24"33 3 信時  一輝 宮崎西高 15'24"70 4 山本    剛 宮崎市陸協 15'29"36

5 加治佐  純 都城自衛隊 15'31"20 6 山本  大輔(1) 宮崎工高 15'32"80 7 古園  直也 都城自衛隊 15'34"54 8 冨永  敬博(1) 都城泉ヶ丘高 15'39"60

9 清    亮太 都城自衛隊 15'40"88 10 花堂    誠 都城自衛隊 15'44"96 11 田口  雅也(3) 日章学園中 15'46"40 12 岡島  秀平(3) 宮崎工高 15'55"09

13 山本  洋輔 都城自衛隊 15'58"60 14 林田    健 都城自衛隊 16'05"60 15 重留  章二 都城自衛隊 16'08"40 16 河野  裕司(2) 宮崎学園高 16'10"10

17 宮川  喜博 宮崎西高 16'14"86 18 乙守    瞭(1) 宮崎工高 16'27"28 19 上村    聖(2) 都城泉ヶ丘高 16'52"96 20 小林  史典(1) 宮崎工高 16'54"98

21 甲斐  彰吾(2) 宮崎工高 16'57"69 22 上園  裕也(1) 宮崎工高 17'02"30 23 村岡  一寿 宮崎市陸協 17'16"26 24 住    朋樹(3) 宮崎大 18'34"83

4x100mR
11/10 1

1 宮崎大B 橋本    純(2)
有村  拓也(2)
橋之口紘史(2)
江口  賢剛(4)

44"01 2 宮崎北高 佐藤  義隆(2)
平部  真彬(1)
石川雄一朗(1)
岸本  秀斗(1)

45"65 3 宮崎大A 福森  啓晶(3)
岩崎  健史(3)
釜谷  翔太(3)
住    朋樹(3)

45"69 4 宮崎大C 三宅    純(1)
松田  翔平(1)
西村  泰徳
横山  敬史

46"17

5 小林高B 江口  功樹(2)
藤川  宏志(1)
中元  健雄(1)
高山  陽平(1)

50"56

2
1 宮崎工高 山下  裕生(3)

松元  勇也(3)
中武  大士(3)
高城  和斉(3)

46"00 2 小林高A 満留  卓実(2)
山口  昂平(2)
茂田  大輝(1)
立野  純平(2)

47"15 3 大淀中 黒木  正大(2)
有谷  賢人(2)
日高  健太(1)
宮崎  俊輔(2)

47"74 4 加納中 ﾌｫｽﾀﾞﾆｴﾙ誠(2)
大岐  俊平(1)
花内  勇也(2)
矢野    響(1)

48"99

5 吾田中A 前田    翔(3)
吉田  昂平(3)
久保田  峻(3)
大島  航平(3)

52"88

110mH
11/10 1 -0.2

1 黒木  正大(2) 大淀中 17"14 2 花内  勇也(2) 加納中 17"96 3 大橋    慎(2) 本郷中 19"53中学男子

1500m
11/10 1

1 﨑田    遼(2) 加納中 4'42"99

走高跳
11/10 1

1 日高  広章(2) 徳山大 1m85 2 田上  隼平 宮崎工高 1m80 3 木下  隼輔(2) 鹿屋高 1m80 4 立野  純平(2) 小林高 1m70一般男子

5 乙守    信 宮崎ｱｽﾘｰﾄ 1m60 6 江口  功樹(2) 小林高 1m55 7 村田  達哉(1) 加納中 1m45 8 柴田  翔平(1) 本郷中 1m40

9 前田    翔(3) 吾田中 1m30
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4/4 ﾍﾟｰｼﾞ平成19年度第２回宮崎陸上競技協会強化記録会

男子決勝記録表
競技会場：生目の杜運動公園陸上競技場

棒高跳
11/10 1

1 田上  晃瑠(2) 大淀中 2m60一般男子

走幅跳
11/10 1

1 橋之口紘史(2) 宮崎大 6m73
(-1.1)

2 津曲  亘臣 宮崎ｱｽﾘｰﾄ 6m49
(0.0)

3 小田  一輝(2) 宮崎南高 5m90
(+1.4)

4 永松  幸一 都城高専 5m62
(+1.4)

5 神宮司  充(1) 都城高専 5m29
(-1.1)

6 柳原  久志(2) 有明高 5m24
(+0.9)

7 渡邊  海斗(2) 檍中 4m76
(+0.2)

8 大坪    駿(1) 大淀中 4m61
(+0.1)

9 木村  将也(1) 大淀中 4m60
(+0.5)

10 矢野    響(1) 加納中 4m53
(+1.2)

11 小玉  祐也(2) 本郷中 4m52
(0.0)

12 堀内  勇希(2) 檍中 4m48
(+0.2)

13 西村  克紀(1) 本郷中 4m45
(0.0)

14 廣津  卓郎(1) 加納中 4m04
(+0.9)

15 上原凛太朗(1) 加納中 3m73
(+0.6)

16 船ヶ山京介(1) 本郷中 3m33
(0.0)

やり投
11/10 1

1 日高  広章(2) 徳山大 61m03 2 藤本    裕(3) 高千穂高 60m97 3 石坂  隆宜(2) 都城高専 38m27 4 船ヶ山鴻介(3) 本郷中 36m13

5 神田  竜矢(1) 有明高 35m69 6 松岡    悠 本郷中 12m61

砲丸投
11/10 1

1 有馬  綾一(1) 宮崎南高 11m20 2 福永  順二(1) 宮崎南高 10m48 3 桑山    忍(1) 鹿屋高 9m91 4 本目  尚也(2) 宮崎学園高 8m92高校男子

円盤投
11/10 1

1 興梠  雄輝(2) 高千穂高 37m05 2 藤本    裕(3) 高千穂高 35m85 3 福永  順二(1) 宮崎南高 30m43 4 有馬  綾一(1) 宮崎南高 30m34

5 谷口  浩成(2) 鹿屋高 27m51 6 川崎    寛(2) 都城高専 27m22

ﾊﾝﾏｰ投
11/10 1

1 興梠  雄輝(2) 高千穂高 47m01

砲丸投
11/10 1

1 池松  裕司(1) 本郷中 8m68 2 本松    凌(1) 大淀中 5m63中学男子

円盤投
11/10 1

1 池松  裕司(1) 本郷中 23m49


