
男子八種競技(男子)

大会記録 (GR)           5107      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)       5771      中村　明彦 (岡崎城西・愛知)                                             

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
ﾖｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 11.60 5m84 8m89 53.67 18.36 40m40 1m69 4.34.18

1 879 横山  純一 (3) 宮崎工 +2.3 +1.6 +0.9 4547
(732) (552) (419) (653) (490) (448) (536) (717)

ｲﾜｷﾘ ｼﾝｻｸ 11.83 5m85 8m77 55.01 21.38 41m55 1m48 4.35.33
2 1104 岩切  晋作 (3) 宮崎第一 +2.6 +1.7 +0.8 4046

(685) (554) (412) (598) (248) (465) (374) (710)
ｱﾏｶﾞﾂｶ ﾀｶｼ 12.43 5m21 8m81 56.41 20.39 42m88 1m66 4.47.28

3 56 尼ヶ塚貴士 (2) 延岡学園 +2.6 +2.2 +0.8 3899
(569) (423) (414) (543) (319) (484) (512) (635)

ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ 11.37 5m90 6m32 57.16 18.75 31m74 1m42 4.48.38
4 877 安藤  和樹 (3) 宮崎工 +2.3 +1.7 +0.8 3865

(780) (565) (267) (515) (455) (324) (331) (628)
ﾀｹﾊﾗ ﾖｼﾀｶ 12.16 5m12 8m75 56.18 20.86 44m63 1m48 5.00.95

5 899 竹原  祥貴 (2) 宮崎工 +2.6 +1.5 +0.9 3710
(620) (405) (411) (552) (284) (510) (374) (554)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ 11.85 5m60 7m78 57.02 21.34 23m71 1m45 5.29.56
6 824 安藤  大晃 (2) 宮崎大宮 +2.6 +0.5 +0.8 3273

(681) (502) (353) (520) (251) (212) (352) (402)
ｼｵﾔ ﾅｵｷ 12.22 5m14 5m98 57.14 22.92 23m68 1m36 5.03.53

7 1300 塩屋  直樹 (2) 日南学園 +2.3 +1.4 +0.9 2977
(608) (409) (248) (516) (155) (211) (290) (540)

ﾔﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ 12.78 4m70 6m40 59.11 22.51 22m16 1m45 4.55.71
8 1480 矢野誠一郎 (1) 都城商 +2.6 +1.3 +0.9 2854

(506) (326) (272) (444) (178) (191) (352) (585)
ｸﾏﾊﾗ ﾄﾓｽｹ 12.94 4m16 4m90 61.05 24.79 10m55 1m42 4.58.87

9 1475 熊原  知佑 (1) 都城商 +2.3 +0.8 +0.8 2280
(478) (232) (185) (378) (71) (39) (331) (566)

ﾊﾏﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ
412 濵元  翔吾 (2) 日向工 DNS

審 判 長：高妻 賢士
記録主任：井上 秀和

第61回 宮崎県高等学校陸上競技選手権大会

　兼　第61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
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