
期日：2008年08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

1/3 ﾍﾟｰｼﾞ平成20年度宮崎陸上競技協会強化記録会

女子決勝記録表
競技会場：宮崎市生目の杜運動公園　陸上競技場

審判長　清　昭人
記録主任　岩崎　朋之

100m第1
8/10 1 0.0

1 山田  里佳(1) 鵬翔高 13"86 2 堀之内亜矩(1) 鵬翔高 14"50 3 藤元  早紀(2) 田野中 15"60 4 谷川ひかり(1) 檍中 15"78女子A

5 上塘  雪菜(1) 久峰中 16"28 6 金子  奈央(1) 檍中 16"84 7 田邊    文(1) 宮崎東中 17"46

2 +0.9
1 藤元    遥(2) 鵬翔高 13"71 2 米重  利乃(2) 宮崎中 15"46 3 黒木  優美(1) 檍中 15"63 4 留野  菜月(2) 久峰中 15"67

5 井上  和泉(1) 宮崎東中 16"14 6 西牟田理奈(1) 檍中 16"15 7 内八重后架(1) 田野中 16"72 8 安藤由唯奈(1) 綾中 16"74

3 +0.2
1 川崎    舞(1) 鵬翔高 14"12 2 野崎  真衣(1) 鵬翔高 14"59 3 長友    希(2) 志和池中 14"90 4 内八重礼加(2) 田野中 15"18

5 佐藤  成美(2) 久峰中 15"21 6 近藤美紀子(2) 田野中 15"39 7 稲吉  美紗(2) 志和池中 15"52 8 甲斐  陽香(2) 宮崎東中 15"64

4 +0.8
1 竹下紗里奈(1) 鵬翔高 13"57 2 古谷  真唯(2) 宮崎北高 14"44 3 甲斐  鈴野(1) 檍中 14"81 4 齋藤沙也香(2) 久峰中 14"82

5 池田恵理香(1) 宮崎中 14"95 6 岩切  麻衣(2) 中央支援 15"40

5 +1.3
1 橋口  舞乙(1) 宮崎北高 14"05 2 山口  千尋(2) 宮崎北高 14"16 3 井上  志穂(1) 宮崎大宮高 14"20 4 川越  瑠美(2) 宮崎大 14"22

5 飯星美紗稀(1) 宮崎中 14"51 6 石川佳奈芽(2) 久峰中 14"59 7 田中  李紗(1) 都城高専 14"71 8 籾木智友里 高鍋東中 14"81

9 古藤  優実(1) 宮崎中 15"46

6 +0.8
1 亀島  磨希(2) 宮崎商高 13"41 2 平部  晶子(1) 宮崎大宮高 13"67 3 河埜  千佳(2) 久峰中 13"70 4 増井  汐理(2) 宮崎大宮高 13"71

5 伊藤  夏美(2) 高鍋東中 14"18 6 久木  千恵(1) 宮崎商高 14"20 7 永渕  詩乃(1) 田野中 15"28

7 +0.7
1 梅元  里菜(1) 宮崎商高 13"07 2 内村  絢華(3) 宮崎北高 13"28

200m
8/10 1 +1.1

1 日髙  優子(1) 木脇中 32"43 2 歌津  真衣(1) 宮崎中 32"45 3 坂之下愛美(1) 志和池中 33"33 4 上塘  雪菜(1) 久峰中 33"89

5 長岡  美佑(1) 宮崎中 34"65 6 下錦田  茜(2) 木脇中 35"13

2 +2.1
1 古谷  真唯(2) 宮崎北高 29"25 2 石川佳奈芽(2) 久峰中 30"65 3 齋藤沙也香(2) 久峰中 31"22 4 内八重礼加(2) 田野中 31"86

5 長山  美砂(1) 檍中 32"79 6 加藤    愛(2) 宮崎東中 32"89 7 藤元  早紀(2) 田野中 33"18

3 +1.2
1 秋吉  洋絵 宮崎ｱｽﾘｰﾄ 26"66 2 瀬尾咲貴子(2) 宮崎商高 27"26 3 野崎かおり 宮崎ｱｽﾘｰﾄ 28"37 4 河埜  千佳(2) 久峰中 28"57

5 山口  千尋(2) 宮崎北高 29"40 6 山本  幸歩(1) 檍中 29"85

100mH
8/10 1 +2.3

1 山脇    遥(2) 日南振徳商高 19"19

100m第2
8/10 1 +1.3

1 藤元    遥(2) 鵬翔高 13"77 2 末永久瑠美(1) 宮崎商高 14"29 3 堀之内亜矩(1) 鵬翔高 14"36 4 鶴田  悠里(1) 志和池中 16"05

5 加藤    愛(2) 宮崎東中 16"08 6 吉行  知佳(1) 志和池中 16"08
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2/3 ﾍﾟｰｼﾞ平成20年度宮崎陸上競技協会強化記録会

女子決勝記録表
競技会場：宮崎市生目の杜運動公園　陸上競技場

審判長　清　昭人
記録主任　岩崎　朋之

100m第2
8/10 2 -1.3

1 亀島  磨希(2) 宮崎商高 13"64 2 若松  桃子(3) 宮崎東中 13"67 3 髙須美由紀(2) 宮崎商高 13"69 4 久木  千恵(1) 宮崎商高 14"39女子A

5 興梠  愛央(1) 志和池中 16"00 6 坂之下愛美(1) 志和池中 16"40

3 0.0
1 梅元  里菜(1) 宮崎商高 13"12 2 内村  絢華(3) 宮崎北高 13"29 3 竹下紗里奈(1) 鵬翔高 13"71

400m
8/10 1

1 瀬尾咲貴子(2) 宮崎商高 1'01"89 2 橋口  舞乙(1) 宮崎北高 1'06"88 3 川越  瑠美(2) 宮崎大 1'11"66

1500m
8/10 1

1 岩崎加奈子(2) 宮崎中 5'18"40 2 福元  華子(2) 久峰中 5'23"76 3 河野  友架(3) 久峰中 5'27"11 4 外山  由夏(2) 宮崎中 5'38"03

5 中山ふうこ(1) 宮崎大宮高 5'38"87 6 木下  美佐(2) 久峰中 5'45"83 7 細田ゆうか(1) 久峰中 5'49"94 8 幸津    光(1) 慶應義塾大 5'51"99

9 永野真依子(3) 久峰中 5'56"31 10 木村  友香(2) 久峰中 5'59"24 11 西田  茉未(1) 木脇中 6'12"45 12 坂上  紗羅(1) 佐土原高 6'14"72

13 甲斐  祐子(1) 檍中 6'17"30 14 日髙  茉莉(1) 佐土原高 6'25"39 15 山下  千絵(1) 久峰中 6'53"82

4x100mR
8/10 1

1 久峰中C 永野真依子(3)
細田ゆうか(1)
木下  美佐(2)
福元  華子(2)

59"17 2 宮崎東中B 井上  和泉(1)
若松  真有(1)
田邊    文(1)
加藤    愛(2)

1'02"18 3 久峰中B 上塘  雪菜(1)
細田ゆうか(1)
高橋  未希(2)
木村  友香(2)

1'03"79

2
1 宮崎ｱｽﾘｰﾄ 川崎裕美子

秋吉  洋絵
原田  朋佳
野崎かおり

52"07 2 宮崎商高 髙須美由紀(2)
梅元  里菜(1)
瀬尾咲貴子(2)
久木  千恵(1)

52"36 3 鵬翔高 川崎    舞(1)
藤元    遥(2)
野崎  真衣(1)
竹下紗里奈(1)

53"43 4 宮崎北高 山口  千尋(2)
内村  絢華(3)
橋口  舞乙(1)
古谷  真唯(2)

54"25

5 宮崎中 池田恵理香(1)
飯星美紗稀(1)
米重  利乃(2)
古藤  優実(1)

58"64 6 檍中 谷川ひかり(1)
山本  幸歩(1)
黒木  優美(1)
甲斐  鈴野(1)

58"88

100m
8/10 1 -0.2

1 梶原あゆみ(6) 高鍋陸上 14"95 2 吉良  花瑠(6) 高鍋陸上 15"12 3 井下なつみ(6) 高鍋陸上 15"62 4 小田部志穂(6) 高鍋陸上 16"20女子B

5 金丸可梨奈(5) 西池ｼﾞｭﾆｱ 16"50 6 中武  小夏(6) 高鍋陸上 16"62 7 藤崎  蓮月(6) 西池ｼﾞｭﾆｱ 16"98

800m
8/10 1

1 吉良  花瑠(6) 高鍋陸上 2'45"67 2 梶原あゆみ(6) 高鍋陸上 2'50"31 3 中武  小夏(6) 高鍋陸上 2'57"53

100mH
8/10 1 +1.3

1 西本  里奈(3) 宮崎東中 18"05 2 中野  果歩(2) 宮崎東中 18"35 3 若松  真有(1) 宮崎東中 19"72 4 伊藤  夏美(2) 高鍋東中 20"00中学女子

5 佐藤  成美(2) 久峰中 21"19 6 留野  菜月(2) 久峰中 21"82

走高跳
8/10 1

1 大木場美咲(1) 小林高 1m40 2 園田  里沙(1) 志和池中 1m15 3 鶴田  悠里(1) 志和池中 1m05女子A

走幅跳
8/10 1

1 川崎裕美子 宮崎ｱｽﾘｰﾄ 5m29
(+1.0)

2 原田  朋佳 宮崎ｱｽﾘｰﾄ 4m80
(+1.4)

3 井上  志穂(1) 宮崎大宮高 4m69
(+2.4)

4 秋吉  洋絵 宮崎ｱｽﾘｰﾄ 4m61
(-2.1)

5 若松  桃子(3) 宮崎東中 4m43
(-0.1)

6 西河  凪紗(3) 木花中 4m24
(+0.9)

7 有馬美智代(1) 小林高 4m20
(+1.9)

8 川崎    舞(1) 鵬翔高 4m08
(+0.2)

9 山田  里佳(1) 鵬翔高 3m99
(+0.5)

10 平石  有紗(3) 高原高 3m97
(+1.4)

11 野崎  真衣(1) 鵬翔高 3m92
(+0.6)

12 本部  由佳(2) 宮崎東中 3m89
(+1.2)
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3/3 ﾍﾟｰｼﾞ平成20年度宮崎陸上競技協会強化記録会

女子決勝記録表
競技会場：宮崎市生目の杜運動公園　陸上競技場

審判長　清　昭人
記録主任　岩崎　朋之

走幅跳
8/10 1

13 米重  利乃(2) 宮崎中 3m85
(+2.0)

14 外山  由夏(2) 宮崎中 3m82
(+1.7)

15 興梠  愛央(1) 志和池中 3m70
(+1.1)

16 杉田  佳奈(2) 久峰中 3m50
(+0.4)

女子A

17 高橋  未希(2) 久峰中 3m35
(+0.4)

18 内八重后架(1) 田野中 3m20
(+0.5)

19 日高  里咲(1) 檍中 3m12
(+0.6)

砲丸投
8/10 1

1 大村  美穂(2) 都城農高 7m49 2 眞方  美紀(2) 小林高 6m37

円盤投
8/10 1

1 上池  菜々(3) 宮崎工高 32m81 2 嶋田  美織(2) 宮崎北高 28m10 3 髙橋  佑佳(3) 宮崎商高 24m25 4 岩下  美香(2) 宮崎北高 23m56

5 坂元美沙樹(1) 日南振徳商高 11m65

やり投
8/10 1

1 髙橋  佑佳(3) 宮崎商高 31m92 2 岩下  美香(2) 宮崎北高 29m61 3 大村  美穂(2) 都城農高 25m97 4 嶋田  美織(2) 宮崎北高 25m11

5 末永久瑠美(1) 宮崎商高 22m99 6 田中  李紗(1) 都城高専 19m47 7 坂元美沙樹(1) 日南振徳商高 17m51

砲丸投
8/10 1

1 松尾佳名子(2) 久峰中 8m56 2 藤坂  彩夏(2) 久峰中 7m86 3 近藤美紀子(2) 田野中 7m48 4 田之上美紀(2) 志和池中 7m37中学女子

5 時任  愛華(1) 志和池中 4m39 6 吉行  知佳(1) 志和池中 3m70

円盤投
8/10 1

1 藤坂  彩夏(2) 久峰中 19m16


