
男子八種競技

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
ﾀｹﾊﾗ ﾖｼﾀｶ 宮崎 12.11 5m17 10m11 54.37 19.67 56m56 1m45 4.52.85

1 878 竹原  祥貴 (3) 宮崎工 -0.8 +0.2 0.0 4176
(629) (415) (492) (624) (376) (686) (352) (602)

ﾀﾅｶ ｺﾏ 宮崎 11.94 5m55 8m10 55.32 17.48 31m59 1m60 4.53.54
2 5012 田中  児真 (2) 日向学院 -0.3 +0.4 +2.7 4071

(663) (492) (372) (586) (575) (322) (464) (597)
ｱﾏｶﾞﾂｶ ﾀｶｼ 宮崎 12.47 5m06 8m42 56.58 19.71 39m62 1m63 4.46.69

3 56 尼ヶ塚貴士 (3) 延岡学園 -0.3 +0.2 +2.7 3820
(562) (394) (391) (537) (372) (437) (488) (639)

ｵｶﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀﾞｲ 宮崎 12.49 5m22 8m93 56.56 19.79 49m26 1m42 4.55.65
4 1479 岡林  幹大 (2) 都城商 -0.3 +1.1 +2.7 3803

(558) (425) (422) (538) (366) (578) (331) (585)
ｼｵﾔ ﾅｵｷ 宮崎 11.89 5m45 6m07 54.10 21.34 29m82 1m48 4.39.26

5 1300 塩屋  直樹 (3) 日南学園 -0.8 -0.6 0.0 3639
(673) (471) (253) (635) (251) (297) (374) (685)

ｵｵﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 宮崎 12.11 4m68 7m73 54.87 20.85 33m80 1m36 4.39.69
6 911 大田原和紀 (1) 宮崎工 -0.8 +0.9 0.0 3516

(629) (323) (350) (604) (285) (353) (290) (682)
ﾖﾈﾊﾗ ﾕｳｽｹ 宮崎 12.20 4m96 7m20 55.22 20.37 23m17 1m36 5.06.21

7 1487 米原  佑輔 (3) 都城商 -0.8 -0.7 0.0 3235
(612) (375) (319) (590) (321) (204) (290) (524)

ｾｵ ﾀﾂﾔ 宮崎 13.02 4m80 5m66 60.89 25.67 7m95 1m36 5.16.87
8 1467 瀬尾  竜哉 (1) 都城商 -0.8 -0.4 0.0 2228

(464) (345) (229) (383) (42) (9) (290) (466)
ﾐﾔｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ 宮崎 12.07 4m75 7m63 54.49

889 宮窪  一希 (2) 宮崎工 -0.3 +0.8 1935
(637) (335) (344) (619)

審 判 長：高妻 賢士
記録主任：井上 秀和

第62回 宮崎県高等学校陸上競技選手権大会

兼 第62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

(637) (335) (344) (619)
ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 宮崎 13.53 4m46 5m48

404 上田  隆太 (1) 日向工 -0.8 +0.4 884
(382) (283) (219)

ﾆｲﾅ ｺｳｽｹ 宮崎
403 新名  鴻祐 (1) 日向工

(0) (0)
ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ 宮崎

824 安藤  大晃 (3) 宮崎大宮
(0) (0)

ｲﾃﾞ ﾋﾛｷ 宮崎
1311 井手  裕貴 (1) 日南学園

(0) (0)
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