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平成２０年度　全九州高等学校体育大会

南九州地区予選大会 男子　準決勝成績一覧表
秩父宮賜杯　第６１回　全国高等学校陸上競技対校選手権大会

総　　務 藤　原　敏　郎
主催：九州高等学校体育連盟・宮崎県教育委員会・九州陸上競技協会 審 判 長（トラック） 綾　部　誠　二
主管：宮崎県高等学校体育連盟・宮崎陸上競技協会 　　　　（跳　　躍） 原　田　好　男
後援：（財）宮崎県体育協会・宮崎市教育委員会 　　　　（投 て き） 大　嶋　一　誠
期日：平成２０年６月１９日（水）～６月２２日（日） 　　　　（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
6/19 4x100mR　1組 宮崎：宮崎工業 41.89 沖縄：中部商業 42.03 熊本：鹿本 42.06 鹿児島:入来商･清修館　　　　42.07 鹿児島：出水中央 43.02 熊本：熊本必由館 43.22 宮崎：宮崎西 43.52 宮崎：日南

  吉永　悠 (2)   徳城　将貴 (3)   豊田　晃介 (2)   村上　綾祐 (3)   北園　駿 (2)   高岡　寛和 (3)   日髙　啄真 (1)   倉永　忠彦 (2) DNF
  杉本　卓海 (3)   木村　淳 (2)   松野　祐希 (3)   村吉　星児 (2)   尾上　清文 (2)   高岡　晃 (2)   櫛間　理史 (2)   福島　崇将 (2)
  中西　成彬 (3)   仲村　優二 (1)   赤星　喬己 (3)   中村　大樹 (3)   森田　紘彰 (3)   森田　貴大 (3)   江田　靖幸 (2)   小玉　将 (3)
  夏田　智基 (3)   大城　真悟 (2)   小幡　哲郎 (2)   内田　悠孔 (3)   堂脇　開 (3)   古家　郁也 (2)   奥野　大輔 (3)   辻田　知晃 (3)

6/19 4x100mR　2組 熊本：九州学院 41.98 沖縄：那覇西 42.18 鹿児島：松陽 42.42 宮崎：宮崎北 42.48 熊本：人吉 42.78 鹿児島：鹿児島商業 42.84 熊本：熊本工 43.25 鹿児島：甲南 43.96
  赤﨑　拓真 (1)   仲村　勇紀 (3)   有村　拓哉 (3)   石川　雄一朗 (2)   池田　裕太 (3)   末吉　史宏 (2)   田中　翔大 (2)   向井　鴻士郎 (2)
  武田　雄平 (2)   玉城　工 (3)   齊藤　健吾 (3)   髙須　力樹 (1)   園田　雄樹 (3)   下野　伸一郎 (3)   尾方　壮共 (3)   中山　泰志 (1)
  武田　親臣 (2)   石川　北斗 (3)   井下　佑也 (3)   平部　真彬 (2)   松村　健由 (3)   平　大輝 (3)   三輪　将士 (3)   西　一成 (1)
  加藤　慎太郎 (3)   佐久田　健人 (2)   恒吉　和輝 (3)   佐藤　義隆 (3)   佐々木　洸 (2)   後堂　真吾 (3)   吉岡　一紀 (3)   和泉　智彦 (3)

6/20 100m　1組 村吉　星児 (2) 11.03 武田　雄平 (2) 11.15 玉城　工 (3) 11.16 武田　知大 (3) 11.16 髙須　力樹 (1) 11.21 尾上　清文 (2) (5位)'11.21 大城　真悟 (2) 11.24 尾方　壮共 (3)
風:-1.4 熊本：九州学院 沖縄：那覇西 鹿児島：鹿児島玉龍 宮崎：宮崎北 鹿児島：出水中央 沖縄：中部商 熊本：熊本工 DNS

6/20 100m　2組 木村　淳 (2) 11.08 恒吉　和輝 (3) 11.12 林田　賢朗 (3) 11.18 松野　祐希 (3) 11.19 原口　大輝 (3) 11.19 加藤　慎太郎 (3) 11.30 長尾　昌宗 (2) 11.31 日髙　祐星 (3) 11.36
風:-1.6 沖縄：中部商 鹿児島：松陽 熊本：宇土 熊本：鹿本 宮崎：都城商 熊本：九州学院 宮崎：宮崎大宮 宮崎：都城泉ヶ丘

6/21 200m  1組 村吉　星児 (2) 22.16 尾上　清文 (2) 22.20 奥野　大輔 (3) 22.23 松野　祐希 (3) 22.39 中山　泰志 (1) 22.45 杉本　卓海 (3) 22.48 日髙　祐星 (3) 22.93 加藤　慎太郎 (3) 23.31
風:-1.5 鹿児島：出水中央 宮崎：宮崎西 熊本：鹿本 鹿児島：甲南 宮崎：宮崎工 宮崎：都城泉ヶ丘 熊本：九州学院

6/21 200m　2組 武田　雄平 (2) 22.07 木村　淳 (2) 22.12 林田　賢朗 (3) 22.17 玉城　工 (3) 22.20 中西　成彬 (3) 22.21 武田　親臣 (2) 22.45 福島　崇将 (2) 22.83 恒吉　和輝 (3) 22.85
風:-0.7 熊本：九州学院 沖縄：中部商 熊本：宇土 沖縄：那覇西 宮崎：宮崎工 熊本：九州学院 宮崎：日南 鹿児島：松陽

6/22 110mH  1組 佐々木　洸 (2) 15.19 池田　昂志郎 (3) 15.73 河野　春樹 (3) 15.77 山田　真也 (1) 16.07 大津　正裕 (3) 16.52 石川　北斗 (3) 16.65 揚松　亮 (3) 16.78 梯　高志郎 (1)
風:-2.2 熊本：人吉 熊本：九州学院 宮崎：宮崎学園 鹿児島：鹿児島 鹿児島：鹿児島商 沖縄：那覇西 鹿児島：鶴翔 宮崎：宮崎西 DNF

6/22 110mH　2組 後堂　真吾 (3) 15.29 宮内　文哉 (2) 15.43 本多　健一郎 (2) 15.52 恒吉　紀志 (2) 15.96 平安名　常心 (2) 16.24 近藤　真人 (2) 16.38 児玉　純一 (2) 16.69 中山　高輔 (2) 16.76
風:-0.2 鹿児島：鹿児島商 鹿児島：鹿児島 熊本：松島商 宮崎：宮崎西 沖縄：那覇西 宮崎：宮崎西 熊本：熊本北 熊本：熊本農

鹿児島：入来商･清修館

８位１位 ２位 ３位 ４位

鹿児島：入来商･清修館

５位 ６位 ７位



1ページ
平成２０年度　全九州高等学校体育大会

南九州地区予選大会 女子　準決勝成績一覧表
秩父宮賜杯　第６１回　全国高等学校陸上競技対校選手権大会

総　　務 藤　原　敏　郎
主催：九州高等学校体育連盟・宮崎県教育委員会・九州陸上競技協会 審 判 長（トラック） 綾　部　誠　二
主管：宮崎県高等学校体育連盟・宮崎陸上競技協会 　　　　（跳　　躍） 原　田　好　男
後援：（財）宮崎県体育協会・宮崎市教育委員会 　　　　（投 て き） 大　嶋　一　誠
期日：平成２０年６月１９日（水）～６月２２日（日） 　　　　（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
6/19 4x100mR　1組 鹿児島：神村学園 47.87 熊本：熊本信愛 48.32 熊本：熊本商業 48.75 鹿児島：松陽 48.99 宮崎：宮崎工業 49.57 沖縄：那覇国際 50.34 宮崎：都城商業 50.50 鹿児島：出水 50.96

  鶴田　聖奈 (3)   礒部　美里 (2)   宮本　楓子 (1)   三浦　七鐘 (3)   髙野　紗衣 (2)   儀間　美雪 (2)   井之上　愛美 (2)   川俣　愛 (2)
  一松　美彩 (3)   山下　香織 (1)   地原　理恵 (3)   林　華奈子 (3)   片岡　里香 (2)   儀間　まなみ (2)   久保　結華 (3)   船場　瑞月 (2)
  西村　美穂 (3)   橋口　美咲 (3)   石本　奈緒子 (3)   渡邉  沙莉衣 (1)   落合　望 (3)   久場川　翔子 (2)   徳留　睦美 (2)   永田　和沙 (3)
  立山　紀恵 (3)   伊勢﨑　祐 (3)   北村　理恵 (2)   大村　明日香 (2)   井上　愛 (2)   長嶺　千咲 (2)   花房　奈月 (2)   永福　香帆里 (1)

6/19 4x100mR　2組 鹿児島：鹿児島女子 47.57 沖縄：那覇西 48.03 宮崎：宮崎商業 48.07 熊本：鹿本 49.57 熊本：熊本中央 50.43 鹿児島：川内 50.63 宮崎：延岡商業 50.84 沖縄：普天間 51.13
  鳥原　有華 (2)   津波　茜 (2)   山下　純歩 (1)   後藤　奈々 (2)   清田　美奈 (2)   平木　千絢 (2)   佐藤　愛香 (3)   嘉陽　杏菜 (2)
  岩坪　由紀 (3)   山城　梨緒 (2)   川﨑　葵 (2)   開　かおり (2)   上蔀　奈津未 (1)   古垣　佳香 (3)   末吉　萌 (2)   郭　怜希 (3)
  鳥原　早貴 (2)   金城　かんな (1)   神﨑　桃子 (2)   斉藤　来夢 (2)   青木　真紀 (2)   尻無濱　千佳 (2)   安藤　希 (2)   比嘉　徳美 (3)
  竹山　由希子 (2)   那良伊　千幸 (3)   井上　理沙 (2)   石川　紋名 (2)   児玉　成美 (1)   加治屋　夏希 (3)   石川　晴捺 (2)   源古　千華 (2)

6/20 100m　1組 岩坪　由紀 (3) 12.30 屋比久　由佳 (3) 12.33 一松　美彩 (3) 12.53 山下　香織 (1) 12.56 山城　杏里 (2) 12.62 開　かおり (2) 12.63 那良伊　千幸 (3) 12.76 地原　理恵 (3) 12.94
風:-1.4 鹿児島：鹿児島女子 沖縄：知念 鹿児島：神村学園 熊本：熊本信愛 沖縄：中部商 熊本：鹿本 沖縄：那覇西 熊本：熊本商

6/20 100m　2組 川﨑　葵 (2) 12.43 立山　紀恵 (3) 12.52 玉城　美鈴 (2) 12.57 伊勢﨑　祐 (3) 12.58 山城　梨緒 (2) 12.62 三浦　七鐘 (3) 12.99 糸数　莉沙 (3) 13.10 鳥原　早貴 (2)
風:-1.1 宮崎：宮崎商 鹿児島：神村学園 沖縄：中部商 熊本：熊本信愛 沖縄：那覇西 鹿児島：松陽 沖縄：中部商 鹿児島：鹿児島女子 DNS

6/21 200m  1組 岩坪　由紀 (3) 25.08 立山　紀恵 (3) 25.50 玉城　美鈴 (2) 25.51 西田　彩乃 (2) 25.52 山城　梨緒 (2) 25.80 開　かおり (2) 25.88 山下　香織 (1) 26.18 三浦　七鐘 (3) 26.51
風:-0.6 鹿児島：鹿児島女子 鹿児島：神村学園 沖縄：中部商 宮崎：宮崎北 沖縄：那覇西 熊本：鹿本 熊本：熊本信愛 鹿児島：松陽

6/21 200m　2組 川﨑　葵 (2) 25.36 鳥原　早貴 (2) 25.54 伊勢﨑　祐 (3) 25.54 林　華奈子 (3) 25.79 那良伊　千幸 (3) 25.92 清水　彩香 (3) 25.94 寺師　梨恵 (2) 26.13 鶴田　聖奈 (3) 26.37
風:0.0 宮崎：宮崎商 鹿児島：鹿児島女子 熊本：熊本信愛 鹿児島：松陽 沖縄：那覇西 熊本：松橋 宮崎：都城泉ヶ丘 鹿児島：神村学園

6/22 100mH  1組 川﨑　葵 (2) 14.59 鳥原　有華 (2) 14.80 吉良　愛美 (2) 14.96 田中　美有 (1) 15.32 藺牟田　安奈 (3) 15.78 髙野　紗衣 (2) 15.83 伊敷　綾乃 (1) 15.92 南谷　優里 (1) 16.15
風:+1.0 宮崎：宮崎商 鹿児島：鹿児島女子 熊本：熊本商 熊本：熊本必由館 宮崎：宮崎工 沖縄：那覇西 鹿児島：鹿児島女子

6/22 100mH　2組 井上　理沙 (2) 14.79 橋口　美咲 (3) 15.39 大村　明日香 (2) 15.70 谷　華奈衣 (3) 15.73 比嘉　万祐子 (2) 15.96 木村　美代 (3) 16.03 尻無濱　千佳 (2) 16.11 落合　望 (3) 16.29
風:-1.6 宮崎：宮崎商 熊本：熊本信愛 鹿児島：松陽 鹿児島：鹿児島女子 沖縄：那覇西 熊本：熊本フェイス 鹿児島：川内 宮崎：宮崎工
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鹿児島：大口明光学園
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