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平成２０年度　第３５回　宮崎県高等学校総合体育大会

第６１回　宮崎県高等学校陸上競技選手権大会 男子　準決勝成績一覧表
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

主催：宮崎県高等学校体育連盟・宮崎県教育委員会・宮崎県市町村教育委員会連合会 総　　務 藤　原　敏　郎
　　　宮崎市教育委員会・宮崎陸上競技協会 審 判 長（トラック） 綾　部　誠　二
主管：宮崎県高等学校総合体育大会実行委員会・宮崎県高等学校体育連盟陸上競技専門部 　　　　（跳　　躍） 原　田　好　男
後援：（財）宮崎県体育協会 　　　　（投 て き） 大　嶋　一　誠
期日：平成２０年５月３１日（土）～６月３日（火） 　　　　（混成競技） 高　妻　賢　士
会場：宮崎県総合運動公園陸上競技場 記録主任　 井　上　秀　和

日付 種目
5/31 400m1組 櫛間  理史 (2) 52.35 吉永    悠 (2) 52.69 田上  茂樹 (3) 52.83 徳尾  卓朗 (3) 53.10 永山  和樹 (2) 53.35 西園  友貴 (2) 55.26 中島    零 (3) 55.94

宮崎：宮崎西 宮崎：宮崎工 宮崎：高千穂 宮崎：日南学園 宮崎：宮崎南 宮崎：宮崎第一 宮崎：延岡工
5/31 400m2組 森    春樹 (3) 50.73 小泉  貴之 (3) 51.64 鈴木  貴視 (3) 51.74 山口  昂平 (3) 51.96 佐藤  義隆 (3) 52.68 黒木  太郎 (3) 53.73 植村  和成 (3) 54.12

宮崎：宮崎工 宮崎：延岡 宮崎：日南 宮崎：小林 宮崎：宮崎北 宮崎：宮崎西 宮崎：日南学園
5/31 400m3組 奥野  大輔 (3) 50.92 籾木  勝吾 (2) 51.07 横山  裕史 (3) 52.25 松田  靖弘 (2) 52.66 本田佑太郎 (2) 53.19 森山  義也 (2) 53.40 大坪    岳 (3) 54.19 真野  竜次 (3) 54.80

宮崎：宮崎西 宮崎：宮崎工 宮崎：都城 宮崎：延岡商 宮崎：五ヶ瀬 宮崎：日南 宮崎：宮崎南 宮崎：延岡
6/1 4x100mR1組 宮崎：日南 43.07 宮崎：宮崎北 43.24 宮崎：宮崎南 44.26 宮崎：延岡工 44.91 宮崎：都城高専 44.98 宮崎：高千穂 44.99 宮崎：宮崎学園 45.64 宮崎：宮崎大宮

  倉永  忠彦 (2)   石川雄一朗 (2)   山下  英範 (3)   津田    叶 (3)   日置  拓也 (3)   甲斐祐太朗 (3)   大角  一如 (3)   長尾  昌宗 (2) *R3
  辻田  知晃 (3)   平部  真彬 (2)   下別府裕人 (3)   甲斐  悠朗 (2)   松下  博幸 (3)   田上  茂樹 (3)   河野  春樹 (3)   日高  正樹 (3)
  小玉    将 (3)   佐藤  義隆 (3)   小田  一輝 (3)   黒田  弘法 (2)   黒木  広大 (3)   佐藤  友春 (3)   松田    悠 (1)   西国領  豊 (3)
  福島  崇将 (2)   高須  力樹 (1)   髙木健太郎 (3)   甲斐  耕輔 (3)   柳田  崚吾 (2)   佐藤  昌哉 (2)   本目  尚也 (3)   森田  真弘 (2)

6/1 4x100mR2組 宮崎：宮崎工 43.26 宮崎：宮崎西 44.01 宮崎：延岡商 44.23 宮崎：延岡 44.36 宮崎：鵬翔 45.22 宮崎：日南学園 45.35 宮崎：日南振徳 45.86 宮崎：小林 46.47
  米良  友貴 (3)   江田  靖幸 (2)   高山  真登 (3)   真野  竜次 (3)   酒井  優一 (3)   塩屋  直樹 (2)   河野  修寛 (3)   満留  貴弘 (1)
  杉本  卓海 (3)   櫛間  理史 (2)   上杉  侑大 (3)   石谷  春貴 (2)   大脇麻沙人 (3)   吉野  侑弥 (2)   山下    蓮 (2)   山口  昂平 (3)
  中西  成彬 (3)   日髙    怜 (2)   松田  靖弘 (2)   牧野  将太 (3)   黒木  伸矢 (1)   大島  航平 (1)   渡邊  裕之 (1)   立野  純平 (3)
  中坪  直人 (2)   奥野  大輔 (3)   甲斐    亘 (2)   小泉  貴之 (3)   松田  翔平 (2)   徳尾  卓朗 (3)   德井  隆敏 (3)   茂田  大輝 (2)

6/1 100m1組 日髙  祐星 (3) 11.17 平部  真彬 (2) 11.18 中坪  直人 (2) 11.32 山下    蓮 (2) 11.51 甲斐    亘 (2) 11.58 小玉    将 (3) 11.64 酒井  優一 (3) 11.89 茂田  大輝 (2) 12.06
風:+0.1 宮崎：都城泉ヶ丘 宮崎：宮崎北 宮崎：宮崎工 宮崎：日南振徳 宮崎：延岡商 宮崎：日南 宮崎：鵬翔 宮崎：小林

6/1 100m2組 高須  力樹 (1) 11.07 中西  成彬 (3) 11.19 椎  ひかる (3) 11.27 下別府裕人 (3) 11.51 甲斐  悠朗 (2) 11.52 梯  高志郎 (1) 11.69 松下  博幸 (3) 11.71
風:+0.4 宮崎：宮崎北 宮崎：宮崎工 宮崎：五ヶ瀬 宮崎：宮崎南 宮崎：延岡工 宮崎：宮崎西 宮崎：都城高専

6/1 100m3組 長尾  昌宗 (2) 11.17 原口  大輝 (3) 11.25 杉本  卓海 (3) 11.38 石川雄一朗 (2) 11.57 上杉  侑大 (3) 11.64 吉野  侑弥 (2) 11.75 真野  竜次 (3) 11.80 山下  英範 (3) 11.94
風:-1.8 宮崎：宮崎大宮 宮崎：都城商 宮崎：宮崎工 宮崎：宮崎北 宮崎：延岡商 宮崎：日南学園 宮崎：延岡 宮崎：宮崎南

6/2 200m1組 杉本  卓海 (3) 22.66 原口  大輝 (3) 23.15 甲斐    亘 (2) 23.42 石川雄一朗 (2) 23.63 山下    蓮 (2) 23.95 佐藤  将仁 (2) 24.13 椎  ひかる (3) 24.70
風:-0.2 宮崎：宮崎工 宮崎：都城商 宮崎：延岡商 宮崎：宮崎北 宮崎：日南振徳 宮崎：延岡星雲 宮崎：五ヶ瀬

6/2 200m2組 日髙  祐星 (3) 22.76 鴨崎  裕紀 (3) 23.28 平部  真彬 (2) 23.29 徳尾  卓朗 (3) 23.68 小玉    将 (3) 24.44 日髙    怜 (2) 24.45
風:+0.5 宮崎：都城泉ヶ丘 宮崎：宮崎工 宮崎：宮崎北 宮崎：日南学園 宮崎：日南 宮崎：宮崎西

6/2 200m3組 奥野  大輔 (3) 22.27 中西  成彬 (3) 22.53 福島  崇将 (2) 22.80 長尾  昌宗 (2) 23.03 吉野  侑弥 (2) 23.66 佐藤  義隆 (3) 24.05
風:-0.6 宮崎：宮崎西 宮崎：宮崎工 宮崎：日南 宮崎：宮崎大宮 宮崎：日南学園 宮崎：宮崎北

6/2 800m1組 児玉勇太朗 (1) 2.03.23 甲斐  研人 (2) 2.03.28 甲斐  彰吾 (3) 2.04.74 政野  史聖 (2) 2.05.94 上村  駿太 (2) 2.06.96 横山  裕史 (3) 2.07.12 美育  明良 (2) 2.08.63 佐藤  仁伸 (1) 2.17.33
宮崎：宮崎西 宮崎：日章学園 宮崎：宮崎工 宮崎：都城商 宮崎：都城工 宮崎：都城 宮崎：日南学園 宮崎：宮崎北

6/2 800m2組 沼口  雅彦 (1) 2.02.87 岡本  圭史 (3) 2.03.38 松田  和真 (2) 2.03.69 小林  史典 (2) 2.06.13 植村  和成 (3) 2.06.79 宮里  侑樹 (3) 2.11.78 中島    零 (3) 2.13.89 井上  尊史 (3) 2.15.05
宮崎：日章学園 宮崎：宮崎西 宮崎：都城工 宮崎：宮崎工 宮崎：日南学園 宮崎：日南 宮崎：延岡工 宮崎：小林

6/2 800m3組 森    春樹 (3) 2.03.65 黒木  貴大 (1) 2.03.80 伊東  大地 (3) 2.03.81 榊原  奨太 (3) 2.04.22 西    恭平 (2) 2.06.39 折田  祥悟 (2) 2.09.24 今井    巽 (1) 2.10.81 志田  幸大 (3) 2.12.96
宮崎：宮崎工 宮崎：日章学園 宮崎：延岡工 宮崎：小林 宮崎：延岡学園 宮崎：都城工 宮崎：宮崎北 宮崎：延岡星雲

6/3 110mH1組 恒吉  紀志 (2) 15.77 領家  伸弥 (1) 16.59 松田  翔平 (2) 17.63 安部    卓 (3) 18.43 有村  大祐 (2) 20.75 熊原  知佑 (1) 24.16
風:+1.7 宮崎：宮崎西 宮崎：宮崎工 宮崎：鵬翔 宮崎：五ヶ瀬 宮崎：都城高専 宮崎：都城商

6/3 110mH2組 河野  春樹 (3) 15.50 近藤  真人 (2) 16.03 梯  高志郎 (1) 16.99 安藤  和樹 (3) 18.67 黒木  広大 (3) 18.75
風:+2.8 宮崎：宮崎学園 宮崎：宮崎西 宮崎：宮崎西 宮崎：宮崎工 宮崎：都城高専
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平成２０年度　第３５回　宮崎県高等学校総合体育大会

第６１回　宮崎県高等学校陸上競技選手権大会 女子　準決勝成績一覧表
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

主催：宮崎県高等学校体育連盟・宮崎県教育委員会・宮崎県市町村教育委員会連合会 総　　務 藤　原　敏　郎
　　　宮崎市教育委員会・宮崎陸上競技協会 審 判 長（トラック） 綾　部　誠　二
主管：宮崎県高等学校総合体育大会実行委員会・宮崎県高等学校体育連盟陸上競技専門部 　　　　（跳　　躍） 原　田　好　男
後援：（財）宮崎県体育協会 　　　　（投 て き） 大　嶋　一　誠
期日：平成２０年５月３１日（土）～６月３日（火） 　　　　（混成競技） 高　妻　賢　士
会場：宮崎県総合運動公園陸上競技場 記録主任　 井　上　秀　和

日付 種目
5/31 400m　1組 西田  彩乃 (2) 62.15 瀬尾咲貴子 (2) 63.07 甲斐真樹美 (3) 63.77 新井花奈子 (1) 63.99 仮屋  千尋 (2) 65.14 布施    都 (2) 65.19 松本  厚子 (2) 66.41 門田    恵 (3) 68.74

宮崎北高 宮崎商高 延岡星雲高 小林高 都城商高 宮崎工高 延岡商高 宮崎西高
5/31 400m　2組 小川  愛加 (1) 60.15 亀島  磨希 (2) 61.54 吉岡  千春 (2) 63.07 椎葉くるみ (3) 63.60 河原真奈美 (3) 64.04 内田  麻友 (3) 65.16 渡邉  春香 (2) 66.72

都城商高 宮崎商高 延岡商高 宮崎工高 高鍋高 宮崎北高 宮崎学園高
5/31 400m　3組 山下  純歩 (1) 60.00 柳田  紗矢 (3) 60.83 片岡  里香 (2) 61.22 藤本  恭子 (3) 61.94 谷川  誌麻 (2) 62.54 塚原  敏美 (3) 63.39 嶋田  光里 (2) 65.87

宮崎商高 宮崎北高 宮崎工高 延岡星雲高 日南振徳高 延岡高 宮崎大宮高
6/1 100m　1組 濱田  夏帆 (1) 12.72 神﨑  桃子 (2) 12.82 内村  絢華 (3) 13.00 末吉    萌 (2) 13.01 花房  奈月 (2) 13.34 新本明日香 (1) 13.45 佐藤亜由美 (2) 13.55

風:+0.6 日南高 宮崎商高 宮崎北高 延岡商高 都城商高 延岡星雲高 宮崎西高
6/1 100m　2組 川﨑    葵 (2) 12.45 久保  結華 (3) 12.93 原田  朱莉 (2) 12.98 高野  紗衣 (2) 13.25 竹下紗里奈 (1) 13.42 佐藤  愛香 (3) 13.50 増井  汐理 (2) 13.62 阿部  千紘 (3) 13.68

風:+0.7 宮崎商高 都城商高 宮崎西高 宮崎工高 鵬翔高 延岡商高 宮崎大宮高 日南高
6/1 100m　3組 寺師  梨恵 (2) 12.74 梅元  里菜 (1) 12.81 井上  朝華 (2) 12.98 石川  晴捺 (2) 13.22 桑畑  美来 (3) 13.32 谷川  誌麻 (2) 13.40 金川まどか (3) 13.40 藤元    遥 (2) 13.51

風:+0.8 都城泉ヶ丘高 宮崎商高 日南高 延岡商高 宮崎南高 日南振徳高 日南学園高 鵬翔高
6/2 800m　1組 久木田莉奈 (1) 2.20.00 巣立  理沙 (1) 2.21.02 鬼束  有紀 (2) 2.21.52 小川  愛加 (1) 2.22.98 甲斐万里子 (2) 2.36.66 林    麻耶 (3) 2.38.69 門田    恵 (3) 2.41.69 荒竹  美郷 (2) 2.42.38

宮崎日大高 小林高 日南振徳高 都城商高 高千穂高 宮崎第一高 宮崎西高 宮崎商高
6/2 800m　2組 巣立  美樹 (1) 2.21.95 櫻木    彩 (3) 2.22.66 森﨑  聖奈 (3) 2.27.61 吉山  夏紀 (3) 2.28.04 鎌田  枝里 (1) 2.35.70 角田  雅美 (2) 2.37.20 玉木  里佳 (2) 2.38.20 松田なつき (1) 2.41.06

小林高 都城商高 宮崎商高 宮崎日大高 宮崎西高 聖ウルスラ高 延岡商高 日南高
6/2 800m　3組 新井花奈子 (1) 2.25.89 黒木  春那 (2) 2.25.92 森    果歩 (2) 2.25.95 永迫恵里香 (3) 2.31.20 沖松祐里香 (2) 2.34.20 窪田  真子 (1) 2.35.48 水戸由紀子 (2) 2.42.36

小林高 宮崎日大高 宮崎西高 高千穂高 日南高 延岡高 宮崎南高
6/2 200m　1組 川﨑    葵 (2) 25.75 西田  彩乃 (2) 26.12 井上  朝華 (2) 27.49 谷川  誌麻 (2) 27.52 原田  朱莉 (2) 27.69 桑畑  美来 (3) 27.82

風:+1.3 宮崎商高 宮崎北高 日南高 日南振徳高 宮崎西高 宮崎南高
6/2 200m　2組 梅元  里菜 (1) 26.61 濱田  夏帆 (1) 26.62 塚原  敏美 (3) 28.29 嶋田  光里 (2) 28.32 松本  厚子 (2) 28.82

風:-0.6 宮崎商高 日南高 延岡高 宮崎大宮高 延岡商高
6/2 200m　3組 井上  理沙 (2) 26.47 寺師  梨恵 (2) 27.00 落合    望 (3) 27.27 久保  結華 (3) 27.54 佐藤亜由美 (2) 28.93 阿部  千紘 (3) 29.19

風:+0.3 宮崎商高 都城泉ヶ丘高 宮崎工高 都城商高 宮崎西高 日南高
6/3 100mH　1組 井上  理沙 (2) 14.63 高野  紗衣 (2) 15.69 西村  果奈 (2) 16.60 勝吉  美穂 (3) 16.97 佐藤亜由美 (2) 17.96 河原真奈美 (3) 18.77 佐藤  由恵 (2) 18.85 河野  由貴 (2) 20.33

風:+1.8 宮崎商高 宮崎工高 高城高 宮崎頴学館高 宮崎西高 高鍋高 高鍋農高 宮崎大宮高
6/3 100mH　2組 川﨑    葵 (2) 14.88 清山ちさと (2) 15.40 落合    望 (3) 16.13 井之上愛美 (2) 17.17 松木  美樹 (3) 17.32 増井  汐理 (2) 17.38 松尾  知美 (1) 19.54 郡元  紫穂 (1) 20.31

風:+2.5 宮崎商高 宮崎商高 宮崎工高 都城商高 高鍋高 宮崎大宮高 延岡工高 日南高
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