
No. 1

平成20年度　第24回　宮崎県学童陸上競技大会 女子　決勝成績一覧表
総　　務 河　野　豊　城

主催：宮崎陸上競技協会
審 判 長 綾　部　誠　二

期日：平成20年7月6日（日）
会場：宮崎県総合運動公園陸上競技場 記録主任 一　井　俊　広

日付 種目
7/6 6年100m 後藤　和子 13.81 木下　真希 14.14 久保　宥乃 14.29 大薗　愛 14.30 梶原　あゆみ 14.29 野島　海莉 14.60 吉岡　朱音 14.73

風：+1.3 南方アスリート 生目陸上 都城アスリート 木城陸友 高鍋陸上 生目陸上 延岡ジュニア

7/6 5年100m 小野　真歩 14.23 山下　綾乃 14.67 大井　柚乃 14.80 加藤　玲菜 14.89 田辺　涼華 14.99 花村　知鶴 15.12 椎葉　真菜 15.20 椎　美智 15.37

風：+1.4 東海アスリート 日後谷陸上 宮崎西陸上 串間おおつか 新光陸上 都城アスリート ひまわり陸上 延岡ジュニア

7/6 4年100m 大津　亜衣奈 15.49 熊本　夏萌 15.74 豊広　美和 16.00 岩崎　うらら 16.15 川野　怜奈 16.27 長渡　円香 16.75 下村　澪奈 16.99 長友　未来 16.99

風：-1.1 ひまわり陸上 東海アスリート 都城アスリート 財光寺ジュニア陸上 延岡ジュニア ななつばえ 小松台アスリート 西池Jr.陸上

7/6 5・6年80mH 串間　咲希 13.61 伊地知　怜奈 14.37 大牟田　恵利奈 14.63 丸山　優花 14.82 金田　采樺 14.87 尾崎　真奈美 15.00 駒澤　美奈 17.53 日高　望海 17.72

風： 宮崎本郷アスリート 大会新 +1.8 日南ACジュニア +1.5 小林Jr.アスリート +1.5 財光寺ジュニア陸上 +1.8 日南ACジュニア +1.8 日向アスリート +1.8 財光寺ジュニア陸上 +1.5 一之宮陸友会 +1.5

7/6 6年800m 吉良　花瑠 2.39.87 髙橋　舞 2.42.62 黒木　樹奈 2.46.79 井上　なつみ 2.46.84 富永　奈津美 2.47.41 吉村　里都 2.49.51 南井上　優有 2.51.38 中武　小夏 2.52.25

高鍋陸上 新光陸上 一之宮陸友会 高鍋陸上 新光陸上 南方アスリート 宮崎西陸上 高鍋陸上

7/6 5年800m 田口　琴音 2.45.83 青木　結花 2.50.02 河野　砂羽 2.50.69 日高　郁美 2.52.24 永友　郁 2.52.45 赤崎　加奈 2.54.21 黒木　夏奈 2.54.21 安藤　友梨愛 2.58.83

財光寺ジュニア陸上 小林Jr.アスリート 一之宮陸友会 中郷 三股ジュニア陸上 中郷 ひまわり陸上 中郷

7/6 ４×1００ｍＲ 東海アスリートA 55.69 宮崎本郷アスリートA 56.43 ひまわり陸上A 58.56 延岡ジュニアA 59.18 生目陸上 59.35 都城アスリートA 59.43 日後谷陸上A 59.66 高鍋陸上A 59.76

5・6年 　富山　陽名 　保島　藍里 　那須　葉月 　田中　彩乃 　中村　瑠花 　小川　愛梨沙 　井上　未来 　小田部　志穂

　富岡　真優美 　串間　咲希 　本間　麗 　吉岡　朱音 　野島　海莉 　久保　宥乃 　谷　菜々美 　梶原　あゆみ

　小野　真歩 　長尾　奈苗 　谷口　詩織 　川野　里奈 　中島　夏海 　花村　知鶴 　岩満　明日香 　井下　なつみ

　矢野　愛祐美 　長倉　冴美 　椎葉　真菜 　誉田　夏希 　木下　真希 　江藤　早蘭 　山下　綾乃 　吉良　花瑠

7/6 5・6年ソフトボール投 本間　麗 50m20 宮川　麗奈 47m00

ひまわり陸上 大会新 宮崎西陸上 大会新

7/6 5・6年走高跳 満留　早 1m19 松元　結城 1m16 川竹　夏未 1m13 北林　桃佳 1m05 甲斐　美南 1m00

宮崎西陸上 宮崎本郷アスリート 東大宮アスリート 日南ACジュニア 高千穂陸上

7/6 6年走幅跳 長渡　朱音 3m99 長尾　奈苗 3m88 松木　和美 3m53 山本　樹瑠 3m43 佐藤　恵梨華 3m27 井上　未来 3m23 圖師　未咲子 3m22 金丸　優里 3m14

ななつばえ +1.3 宮崎本郷アスリート -0.7 財光寺ジュニア陸上 -0.2 東海アスリート +0.1 高千穂陸上 +0.3 日後谷陸上 +1.5 東大宮アスリート +0.4 南方アスリート -0.3

7/6 5年走幅跳 平田　麻里 3m57 長納　瑞希 3m37 甲斐　瑠璃 3m30 長渡　彩花 3m15 森　夏帆 3m15 山脇　あや 3m11 池辺　愛音 2m82 河野　菜々実 2m74

東海アスリート -0.4 東海アスリート -0.9 一之宮陸友会 -0.8 ななつばえ -1.8 一之宮陸友会 -1.2 ななつばえ -0.1 三股ジュニア陸上 -1.2 一之宮陸友会 -1.4
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No. 1

平成20年度　第24回　宮崎県学童陸上競技大会 女子　予選成績一覧表
総　　務 河　野　豊　城

主催：宮崎陸上競技協会
審 判 長 綾　部　誠　二

期日：平成20年7月6日（日）
会場：宮崎県総合運動公園陸上競技場 記録主任 一　井　俊　広

日付 種目
7/6 6年100m 1組 川野　里奈 15.76 斎藤　穂香 16.16 黒田　佳奈 16.40 島田　真由美 16.69 押方　れい 17.23 井谷　綾花 17.41 銀鏡　朝子 18.65

風：-0.5 延岡ジュニア 久峰陸上 ひまわり陸上 南方アスリート 田野陸上 ななつばえ 木城陸友
7/6 6年100m 2組 久保　宥乃 14.51 前田　千愛美 15.14 吉野　怜奈 15.85 小田部　志穂 16.04 本庄　綾香 16.15 日高　愛 16.48 藤崎　希彩 16.95

風：-0.4 都城アスリート 三股ジュニア陸上 木城陸友 高鍋陸上 南方アスリート 延岡ジュニア ななつばえ
7/6 6年100m 3組 後藤　和子 14.03 富山　陽名 14.74 谷口　詩織 15.70 山中　まりあ 16.24 井本　吏捺 16.67 礎　奈那 16.72 本川　瑠美 17.04

風：-1.0 南方アスリート 東海アスリート ひまわり陸上 一之宮陸友会 木城陸友 西池Jr.陸上 小林Jr.アスリート
7/6 6年100m 4組 木下　真希 14.24 安井　遥菜 14.94 西村　菜津紀 15.04 田中　彩乃 15.06 蛯原　愉情 15.90 大薗　遥 16.14 永友　聡恵 17.43

風：-0.2 生目陸上 東大宮アスリート 東海アスリート 延岡ジュニア 宮崎本郷アスリート 木城陸友 高鍋陸上
7/6 6年100m 5組 酒井　咲季 14.96 瀬口　優歌 15.09 瀬治山　藍 15.63 木村　朱里 15.77 有岡　友恵 16.02 金丸　琴音 16.17 石田　絵梨花 16.97 本松　智子 18.60

風：+1.5 高千穂陸上 小林Jr.アスリート 江南アスリート 東海アスリート 高岡陸上 東大宮アスリート 久峰陸上 木城陸友
7/6 6年100m 6組 野島　海莉 14.38 吉岡　朱音 14.70 谷　菜々美 15.00 渡部　由佳 15.62 佐藤　美空 16.78 山下　悠 16.94 藤崎　蓮月 17.09 佐野　今日子 19.00

風：-0.5 生目陸上 延岡ジュニア 日後谷陸上 南方アスリート ひまわり陸上 ななつばえ 西池Jr.陸上 宮崎西陸上
7/6 6年100m 7組 大薗　愛 14.26 富岡　真優美 14.39 興梠　奈々 14.89 池辺　香楠美 15.40 誉田　夏希 15.54 稲津　あかね 16.14 宮脇　遥 16.36 松木　詩歩 18.04

風：+0.1 木城陸友 東海アスリート 高千穂陸上 三股ジュニア陸上 延岡ジュニア 田野陸上 小林Jr.アスリート 東大宮アスリート
7/6 6年100m 8組 梶原　あゆみ 14.68 矢野　愛祐美 14.71 藤戸　舞 15.67 日高　綾 16.07 田中　千明希 16.53 岩倉　美菜代 16.73 鈴木　菜月 16.97 下田　明佳 17.17

風：+0.2 高鍋陸上 東海アスリート 西池Jr.陸上 延岡ジュニア 小林Jr.アスリート 日向アスリート 財光寺ジュニア陸上 ひまわり陸上
7/6 6年100m 9組 田口　詩織 15.39 永井　里奈 15.71 上別府　美咲 16.34 永井　里奈 18.38

風：-0.7 南方アスリート 宮崎西陸上 小林Jr.アスリート 日南ACジュニア
7/6 5年100ｍ1組 花村　知鶴 15.46 弘田　舞 15.52 山田　瑠奈 16.04 山下　佳奈 16.83 阿部　瑞樹 16.84 宮原　静香 17.55

風：+1.3 都城アスリート 久峰陸上 延岡ジュニア 宮崎本郷アスリート 木城陸友 細野コスモスJr
7/6 5年100ｍ2組 大井　柚乃 14.88 甲斐　綾音 15.72 福重　杏梨 16.01 松田　彩佳 16.04 池田　栞里 16.67 橋本　実佐紀 16.96 石灘　美紗伎 17.36

風：+1.9 宮崎西陸上 東海アスリート 延岡ジュニア 日南ACジュニア 宮崎本郷アスリート 南方アスリート 日後谷陸上
7/6 5年100ｍ3組 岩松　千穂 15.61 黒川　瑞希 15.79 尾上　愛 16.42 池田　舞 16.99 木場　満里奈 17.13 米丸　涼香 18.09

風：+1.5 都城アスリート 一之宮陸友会 三股ジュニア陸上 生目陸上 日後谷陸上 中郷
7/6 5年100ｍ4組 山下　綾乃 15.13 池島　夏未 16.06 藤田　実希 16.73 明石　奈々 16.77 井上　遥花 16.96 中島　明日香 18.63

風：-0.8 日後谷陸上 串間陸友 東海アスリート 細野コスモスJr 延岡ジュニア 小松台アスリート
7/6 5年100ｍ5組 椎　美智 15.51 橋口　朋果 15.81 川野　史華 17.20 甲斐　稜都 17.46 阿萬　晴華 18.28 福地　幸乃 20.44

風：-2.7 延岡ジュニア 宮崎西陸上 日後谷陸上 財光寺ジュニア陸上 西都陸上 梅北AC
7/6 5年100ｍ6組 田中　まい 15.86 荻堂　美沙希 16.12 中村　瑠花 16.69 吉村　奈々子 17.08 竹内　明日香 17.18 河野　有咲 18.78

風：-0.8 高鍋陸上 宮崎本郷アスリート 生目陸上 宮崎西陸上 日南ACジュニア 東大宮アスリート
7/6 5年100ｍ7組 田辺　涼華 15.37 谷　奈七花 15.81 崎村　真美 15.97 植田　ひなた 16.09 吉時　莉子 16.28 黒木　由貴 16.33 日高　桃佳 17.15 林田　鈴音 19.47

風：-1.9 新光陸上 宮崎西陸上 宮崎本郷アスリート ひまわり陸上 ななつばえ 延岡ジュニア 日後谷陸上 一之宮陸友会
7/6 5年100ｍ8組 小野　真歩 14.71 坂本　萌笑 16.06 金丸　可梨奈 16.37 中村　千隼 16.39 黒木　智香 16.41 大田　千裕 16.82 大野　芹奈 16.84

風：-0.5 東海アスリート 木城陸友 西池Jr.陸上 日後谷陸上 南方アスリート 細野コスモスJr 都城アスリート
7/6 5年100ｍ9組 中島　夏海 15.52 岩満　明日香 15.67 清山　愛華 16.01 石内　順子 16.46 前田　奏美 17.69 細山田　明日香 20.31

風：+0.2 生目陸上 日後谷陸上 久峰陸上 延岡ジュニア 中郷 梅北AC
7/6 5年100ｍ10組 椎葉　真菜 15.32 江藤　早蘭 15.54 江藤　梨奈 16.41 茂田　汐央里 16.42 黒木　桃香 16.61 河野　怜美 16.67 渕　めぐみ 16.72 溝口　智弘 17.20

風：-1.3 ひまわり陸上 都城アスリート 財光寺ジュニア陸上 三股ジュニア陸上 田野陸上 宮崎西陸上 一之宮陸友会 延岡ジュニア
7/6 5年100ｍ11組 加藤　玲菜 15.40 永井　瑞華 15.77 外山　まりの 16.78 中島　歌織 16.82 大原　悠梨乃 16.89 後藤　尚子 17.14

風：-1.7 串間おおつか 日後谷陸上 細野コスモスJr 都城アスリート 西都陸上 木城陸友
7/6 5年100ｍ12組 新原　萌々 15.72 小川　愛梨沙 15.77 日高　綾乃 16.10 河埜　里歩 16.30 山本　美和 16.44 吉時　茉子 16.68 河野　一華 17.00 坂元　亜希 17.62

風：-1.1 宮崎西陸上 都城アスリート 宮崎本郷アスリート ひまわり陸上 延岡ジュニア ななつばえ 日南ACジュニア 梅北AC
7/6 5年100ｍ13組 大崎　絵美 16.62 家村　知尋 16.84 塩月　美晴 17.35 荒川　玲 17.70 萩原　樹 17.75 湯浅　香月 18.08 渡辺　菜々 18.93 今村　あか里 22.58

風：-0.4 東海アスリート 宮崎本郷アスリート 財光寺ジュニア陸上 木城陸友 田野陸上 宮崎西陸上 東大宮アスリート 梅北AC
7/6 5年100ｍ14組 植田　華月 15.83 大浦　聡実 16.87 常松　果歩 18.08 大野　真梨 18.12 松葉　安奈 18.18

風：-1.3 東海アスリート 日後谷陸上 都城アスリート 宮崎本郷アスリート ひまわり陸上
7/6 4年100m 1組 笹岡　梨央 16.85 山口　真以 17.24 塩屋　茜 17.74 多田　晴菜 18.02 岩城　眞穂 19.11 児玉　梨緒 19.74

風：+0.7 西都陸上 西池Jr.陸上 都城アスリート 田野陸上 宮崎西陸上 生目陸上
7/6 4年100m 2組 豊広　美和 15.88 下村　澪奈 16.63 渡邊　真衣 16.95 池田　葵 16.95 西山　真結子 18.02 甲斐　美優 18.77

風：-0.1 都城アスリート 小松台アスリート 東海アスリート 串間陸友 西都陸上 高千穂陸上
7/6 4年100m 3組 岩崎　うらら 15.84 中武　優衣 16.83 藤田　果子 17.08 峯本　めい 17.59 松永　あろあ 18.04 福丸　稚菜 18.30

風：-0.1 財光寺ジュニア陸上 西都陸上 西池Jr.陸上 南方アスリート 宮崎本郷アスリート 都城アスリート
7/6 4年100m 4組 幸津　綾音 17.00 山下　美寿沙 17.00 下田　佳歩 17.18 加藤　愛 17.52 森川　結友 17.97 宮原　遥 18.55 松田　杏華 19.21

風：-0.6 木城陸友 宮崎西陸上 ひまわり陸上 細野コスモスJr 小林Jr.アスリート 都城アスリート 日後谷陸上
7/6 4年100m 5組 森本　梨央奈 17.50 中村　彩花 17.89 甲斐　華帆留 18.36 白坂　安純 18.46

風：-0.4 江南アスリート 生目陸上 高千穂陸上 西池Jr.陸上
7/6 4年100m 6組 日高　光彩 17.00 児玉　佑奈 17.34 原田　絢菜 17.58 上野　らら 18.24 小田原　結以 18.74 三輪　苑香 19.73

風：-2.3 東海アスリート 西都陸上 都城アスリート 串間陸友 新光陸上 一之宮陸友会
7/6 4年100m 7組 大津　亜衣奈 15.52 篠原　雪乃 16.86 黒木　友香 17.28 早瀬　美佑 17.35 大園　彩華 18.10 甲斐　梓 19.03

風：-0.9 ひまわり陸上 西池Jr.陸上 西都陸上 東海アスリート 日後谷陸上 高千穂陸上
7/6 4年100m 8組 熊本　夏萌 15.80 比志島　衿香 16.78 山下　明瑠 16.80 下田　佳奈 17.19 池崎　桃花 17.69 今東　玲奈 17.78

風：-1.6 東海アスリート 細野コスモスJr ななつばえ ひまわり陸上 高千穂陸上 小林Jr.アスリート
7/6 4年100m 9組 川野　伶奈 15.84 長友　未来 16.53 熊田原　晶 16.80 太田　未央 17.83 木島　聖彩 17.96 後藤　萌々華 19.55 中前　日菜子 20.14

風：+1.1 延岡ジュニア 西池Jr.陸上 田野陸上 財光寺ジュニア陸上 都城アスリート 生目陸上 三股ジュニア陸上

５位 ６位 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位
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平成20年度　第24回　宮崎県学童陸上競技大会 女子　予選成績一覧表
総　　務 河　野　豊　城

主催：宮崎陸上競技協会
審 判 長 綾　部　誠　二

期日：平成20年7月6日（日）
会場：宮崎県総合運動公園陸上競技場 記録主任 一　井　俊　広

日付 種目 ５位 ６位 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位
7/6 4年100m 10組 長渡　円香 16.64 水口　明星 16.99 寺床　優花 17.10 永峰　加容子 17.12 三橋　綾佳 17.30 串間　彩香 18.08 大塚　果奈 18.46 田口　由希菜 18.88

風：+0.4 ななつばえ 延岡ジュニア 東海アスリート 小松台アスリート ひまわり陸上 宮崎西陸上 西池Jr.陸上 南方アスリート
7/6 4年100m 11組 樋口　由希子 16.76 村山　麻衣 17.10 小川　暁子 17.26 川越　玲夏 17.35 吉田　ゆい 17.44 永井　菜奈 17.64 河野　加歩 17.90 渡部　晴香 18.04

風：-0.5 西都陸上 串間陸友 高鍋陸上 宮崎本郷アスリート 東海アスリート 小林Jr.アスリート 一之宮陸友会 ひまわり陸上
7/6 4年100m 12組 久保田　詩織 16.90 野中　愛永 17.14 高田　裕里 17.16 関口　真央 17.43 山口　真祐雅 17.73 日髙　麟 19.34 小野　桃子 19.44

風：-0.7 西都陸上 西池Jr.陸上 東海アスリート ひまわり陸上 新光陸上 生目陸上 田野陸上
7/6 4年100m 13組 根井　雪名 16.99 伊達　和希 17.02 松葉　美侑 17.44 平田　しずく 18.65 甲斐　早希 18.99 蕨野　佳奈 19.38 黒木　マギー 26.21

風：-0.4 三股ジュニア陸上 延岡ジュニア ひまわり陸上 南方アスリート 高千穂陸上 都城アスリート 一之宮陸友会
7/6 4年100m 14組 津田　栞 17.11 森川　友理 17.82 金丸　加奈 17.92 武智　里奈 18.02 平田　のぞみ 18.42 浅野　寧音 18.83 前田　瑠那 21.67

風：-0.4 宮崎西陸上 小林Jr.アスリート 財光寺ジュニア陸上 ひまわり陸上 木城陸友 田野陸上 宮崎本郷アスリート
7/6 6年800m 1組 髙橋　舞 2.42.62 黒木　樹奈 2.46.79 吉村　里都 2.49.51 南井上　優有 2.51.38 木村　桃子 2.52.34 永峰　史穂子 3.03.04 宇都宮　かれん 3.03.76 金丸　真子 3.04.86

新光陸上 一之宮陸友会 南方アスリート 宮崎西陸上 延岡ジュニア 小松台アスリート 高鍋陸上 ひまわり陸上
7/6 6年800m 2組 吉良　花瑠 2.39.87 井上　なつみ 2.46.84 富永　奈津美 2.47.41 中武　小夏 2.52.25 那須　葉月 2.55.91 谷村　璃央 2.58.68 武田　菜奈 3.01.45 横田　萌 3.02.10

高鍋陸上 高鍋陸上 新光陸上 高鍋陸上 ひまわり陸上 都城アスリート 小林Jr.アスリート ひまわり陸上
7/6 5年800m 1組 太田原　祐 3.00.00 井上　沙絢 3.02.99 添田　まゆ 3.06.66 冨永　彩織 3.08.68 中村　美月 3.09.32 武島　香穂 3.10.81 稲田　和代 3.10.98 坂口　詩織 3.13.93

宮崎本郷アスリート 久峰陸上 ひまわり陸上 小林Jr.アスリート 延岡ジュニア 久峰陸上 中郷 久峰陸上
7/6 5年800m 2組 田口　琴音 2.45.83 青木　結花 2.50.02 河野　砂羽 2.50.69 日高　郁美 2.52.24 永友　郁 2.52.45 赤崎　加奈 2.54.21 黒木　夏奈 2.54.21 安藤　友梨愛 2.58.83

財光寺ジュニア陸上 小林Jr.アスリート 一之宮陸友会 中郷 三股ジュニア陸上 中郷 ひまわり陸上 中郷
7/6 5・6年80mH 1組 伊地知　怜奈 14.37 大牟田　恵利奈 14.63 駒澤　美奈 17.53 日高　望海 17.72

風：+1.5 日南ACジュニア 小林Jr.アスリート 財光寺ジュニア陸上 一之宮陸友会

7/6 5・6年80mH 2組 串間　咲希 13.61 丸山　優花 14.82 金田　采樺 14.87 尾崎　真奈美 15.00 貴嶋　優香 18.61
風：+1.8 宮崎本郷アスリート 大会新 財光寺ジュニア陸上 日南ACジュニア 日向アスリート 小林Jr.アスリート

7/6 ４×1００ｍＲ 細野コスモスJr 1.05.21 延岡ジュニアD 1.05.27 高鍋陸上B 1.05.29 田野陸上 1.05.90 中郷 1.06.27 ななつばえB 1.06.47 日後谷陸上C 1.07.71 東大宮アスリートB 1.11.11
5・6年　1組 　明石　奈々 　石内　順子 　永友　聡恵 　萩原　樹 　安藤　友梨愛 　吉時　莉子 　鈴木　里奈 　猪俣　里佳

　大田　千裕 　井上　遥花 　田中　まい 　黒木　桃香 　丸野　華花 　吉時　茉子 　日高　桃佳 　松木　詩歩
　宮原　静香 　溝口　智弘 　宇都宮　かれん 　押方　れい 　日髙　郁美 　山下　悠 　鈴木　伶奈 　河野　有咲
　外山　まりの 　山本　美和 　中武　小夏 　稲津　あかね 　稲田　和代 　井谷　綾花 　石灘　美紗伎 　渡辺　菜々

7/6 ４×1００ｍＲ 延岡ジュニアＢ 1.03.13 久峰陸上 1.03.75 日南ＡＣジュニア 1.03.76 ひまわり陸上C 1.04.97 小林Jr.アスリートB 1.05.06 財光寺ジュニア陸上Ｂ 1.05.22 宮崎本郷アスリートC 1.06.25 日向アスリート 1.07.88
5・6年　2組 　日高　愛 　清山　愛華 　松田　彩佳 　植田　ひなた 　永井　みちる 　甲斐　稜都 　山下　佳奈 　新名　有佳

　日高　綾 　斎藤　穂果 　北林　桃佳 　横田　萌 　田中　千明希 　江藤　梨奈 　家村　知尋 　岩倉　美菜代
　木村　桃子 　井上　沙絢 　伊知地　怜奈 　佐藤　美空 　本川　瑠美 　鈴木　菜月 　大野　真梨 　川本　菜緒
　山本　由香 　弘田　舞 　金田　采樺 　下田　明佳 　上別府　美咲 　藤本　瑞穂 　池田　栞里 　尾崎　真奈美

7/6 ４×1００ｍＲ 東大宮アスリートＡ 1.00.36 宮崎本郷アスリートB 1.03.28 延岡ジュニアＣ 1.04.18 一之宮陸友会B 1.04.93 東海アスリートＤ 1.05.30 南方アスリートＢ 1.05.78 日後谷陸上B 1.05.94 木城陸友Ｂ 1.06.17
5・6年　3組 　圖師　未咲子 　日高　綾乃 　山田　瑠奈 　渕　めぐみ 　藤田　結奈 　金丸　優里 　木場　満里奈 　後藤　尚子

　金丸　琴音 　荻堂　美沙希 　椎　美智 　森　夏帆 　丸井　彩菜 　橋本　実佐紀 　大浦　聡実 　坂本　萌笑
　川竹　夏未 　崎村　真美 　福重　杏梨 　日高　望海 　藤田　実希 　島田　真由美 　川野　史華 　荒川　玲
　安井　遥菜 　松元　結城 　黒木　由貴 　甲斐　瑠璃 　野口　真来 　黒木　智香 　中村　千隼 　阿部　瑞樹

7/6 ４×1００ｍＲ 生目陸上 59.35 高鍋陸上A 59.76 高千穂陸上 1.00.07 東海アスリートC 1.00.43 ななつばえA 1.00.59 一之宮陸友会A 1.04.82 都城アスリートB 1.05.28 宮崎西陸上C 1.09.12
5・6年　4組 　中村　瑠花 　小田部　志穂 　興梠　奈々 　植田　華月 　長渡　彩花 　黒木　真子 　谷村　璃央 　河野　怜美

　野島　海莉 　梶原　あゆみ 　佐藤　恵梨華 　平田　麻里 　長渡　朱音 　黒木　樹奈 　大野　芹奈 　吉村　奈々子
　中島　夏海 　井下　なつみ 　吉永　汐里 　大崎　絵美 　山脇　あや 　山中　まりあ 　中島　歌織 　湯浅　香月
　木下　真希 　吉良　花瑠 　酒井　咲季 　長納　瑞希 　藤崎　希彩 　黒川　瑞季 　持田　佳甫 　佐野　今日子

7/6 ４×1００ｍＲ 南方アスリートA 1.00.37 東海アスリートB 1.00.89 財光寺ジュニア陸上A 1.01.64 木城陸友A 1.02.30 宮崎西陸上B 1.02.60 ひまわり陸上B 1.03.09 西池Jr.陸上A 1.04.09 新光陸上 失格
5・6年　5組 　渡部　由佳 　甲斐　綾音 　田口　琴音 　大薗　遥 　永井　里奈 　金丸　真子 　礎　奈那 　福田　桃香 オーバーゾーン

　田口　詩織 　尾崎　葵 　駒澤　美奈 　大薗　愛 　新原　萌々 　黒木　真奈 　金丸　可梨奈 　田辺　涼華
　吉村　里都 　木村　朱里 　松木　和美 　井本　吏捺 　谷奈　七花 　河埜　里歩 　藤崎　蓮月 　富永　奈津美
　後藤　和子 　山本　樹璃 　丸山　優花 　吉野　怜奈 　宮川　麗奈 　黒田　佳奈 　藤戸　舞 　髙橋　舞

7/6 ４×1００ｍＲ 東海アスリートA 55.69 宮崎本郷アスリートA 56.43 ひまわり陸上A 58.56 延岡ジュニアA 59.18 都城アスリートA 59.43 日後谷陸上A 59.66 宮崎西陸上A 59.84 小林Jr.アスリートA 1.01.25
5・6年　6組 　富山　陽名 　保島　藍里 　那須　葉月 　田中　彩乃 　小川　愛梨沙 　井上　未来 　橋口　朋果 　青木　結花

　富岡　真優美 　串間　咲希 　本間　麗 　吉岡　朱音 　久保　宥乃 　谷　菜々美 　大井　柚乃 　大牟田　恵利奈
　小野　真歩 　長尾　奈苗 　谷口　詩織 　川野　里奈 　花村　知鶴 　岩満　明日香 　南井上　優有 　宮脇　遥
　矢野　愛祐美 　長倉　冴美 　椎葉　真菜 　誉田　夏希 　江藤　早蘭 　山下　綾乃 　満留　早 　瀬口　優歌


