
女子七種競技

大会記録 (GR)           3971      井上　愛 (宮崎工)                                                       
宮崎県高校記録 (MH)     4390      井上　愛 (宮崎工)                                                       
全国高校記録 (HN)       5384      笠原　瑞世 (添上・奈良)                                                 

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 100mH 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m 総合 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾉｳｴ ｱｲ 宮崎 15.72 1m60 8m04 26.37 5m25 28m52 2.37.64

1 871 井上    愛 (3) 宮崎工 +0.4 +0.7 +0.1 4329 NGR
(749) (736) (402) (765) (628) (449) (600)

ﾌｾ ﾐﾔｺ 宮崎 18.67 1m33 6m87 28.54 4m47 24m39 2.38.60
2 875 布施    都 (3) 宮崎工 +0.4 +0.7 -0.2 3158

(422) (439) (327) (589) (421) (371) (589)
ﾐﾂﾓﾘ ﾅﾘﾐ 宮崎 20.84 1m36 7m17 28.82 4m59 27m40 2.43.51

3 1011 三森  也実 (1) 宮崎商 +1.0 +0.9 -0.2 3031
(236) (470) (346) (568) (451) (427) (533)

ﾏﾂｵ ﾄﾓﾐ 宮崎 17.93 1m21 6m53 28.37 3m93 20m44 2.44.16
4 262 松尾  知美 (2) 延岡工 +1.0 +0.9 -0.5 2839

(496) (321) (305) (602) (292) (297) (526)
ｶﾜﾉ ﾕｳｷ 宮崎 19.79 1m24 6m34 29.50 4m46 20m00 2.41.48

5 803 河野  由貴 (3) 宮崎大宮 +1.0 +0.9 -0.4 2744
(320) (350) (293) (518) (418) (289) (556)

ｵﾊﾗ ﾐｷ 宮崎 18.09 1m21 5m20 27.81 3m97 12m24 2.38.77
6 1010 小原　美紀 (1) 宮崎商 +0.4 +0.7 +0.2 2701

(479) (321) (221) (646) (301) (146) (587)
ﾓﾘﾔﾏ ﾏｷ 宮崎 19.57 1m24 5m82 28.63 3m98 21m61 2.59.10

7 1485 守山  真紀 (2) 都城商 +0.4 +0.7 -0.3 2527
(339) (350) (260) (582) (303) (319) (374)

ｻﾄｳ ｱﾔﾐ 宮崎 19.92 1m24 6m30 29.19 4m67 12m37 3.01.49
8 363 佐藤  綾美 (3) 日向 +0.4 +0.7 -0.3 2461

(309) (350) (290) (540) (472) (149) (351)
ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾂﾐ 宮崎 20.41 1m27 5m74 27.17

1016 熊谷  夏巳 (1) 宮崎商 +1.0 +0.9 1601
(269) (379) (255) (698)

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

(269) (379) (255) (698)
ﾂﾂﾞﾗﾊﾞﾗ ﾏｺ 宮崎 22.64

877 黒葛原麻鼓 (1) 宮崎工 +1.0 120
(120)

ﾆｼﾀﾞ ﾙｶ 宮崎
423 西田  瑠夏 (1) 日向工

ﾅｽ ﾖｼﾐ 宮崎
422 那須  好未 (1) 日向工

ﾅｶﾞﾖｼ ﾅﾅ 宮崎
1474 永吉  七菜 (3) 都城商

ﾀｶﾔﾏ ﾁﾅﾐ 宮崎
1482 高山ちなみ (2) 都城商
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