
期日：2010年09月18日～2010年09月20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

1/6 ﾍﾟｰｼﾞ平成22年度宮崎県高校新人体育大会

男子予選記録表
競技会場：宮崎県総合運動公園　第1陸上競技場

100m
9/19 1 -0.5

1 高濱  拓也(2) 延岡 11"75 2 山下  敦史(1) 日南学園 11"77 3 橋野  広夢(1) 日南 12"15 4 児玉竜之介(2) 高城 12"42男子

5 徳井  啓悟(2) 日南振徳 12"47

2 +1.7
1 澤野  薫平(1) 宮崎大宮 11"80 2 瀬之口翔太(2) 都城高専 11"96 3 柳田  一成(2) 延岡 12"02 4 川添真太郎(1) 日南 12"03

5 末永  晃平(2) 宮崎農 14"32 6 大橋  直浩(1) 中央支援 15"03

3 -0.4
1 平田  勝己(1) 宮崎工 11"67 2 東郷  夕起(1) 日南学園 11"89 3 濱田  正昭(1) 高千穂 12"51 4 小野  大輔(1) 延岡商 12"58

5 村田  輝紀(1) 日章学園 12"59 6 宮里  泰平(1) 日向工 12"82

4 0.0
1 久保  聡崇(1) 宮崎工 11"45 2 関    七都(2) 日向学院 11"91 3 佐藤  幸聖(1) 延岡商 11"95 4 宮原  克宏(2) 延岡星雲 11"98

5 井之上  陵(2) 都城商 12"07 6 上野  新矢(1) 都城高専 12"14 7 海老原大知(1) 宮崎農 12"38 8 上原凛太郎(1) 高鍋農 12"79

5 +0.2
1 黒木  正大(2) 宮崎西 11"66 2 岸本  誠輔(2) 延岡星雲 11"88 3 川野  宏也(2) 小林秀峰 12"10 4 木村    翼(1) 延岡商 12"25

5 戸高  智宏(1) 高千穂 12"33 6 大濵    哲(1) 高原 13"08

6 0.0
1 富永  尚樹(1) 日南 11"38 2 佐藤  直紀(2) 宮崎大宮 11"49 3 甲斐慎一郎(2) 延岡星雲 11"96 4 倉岡  進吾(1) 小林 11"98

5 甲斐    盛(1) 日向工 12"74 6 山田  拓斗(1) 都城商 12"77 7 永峯  涼太(1) 高原 12"95

7 +0.4
1 井口  遼亮(1) 宮崎学園 11"49 2 上村  洸樹(1) 都城泉ヶ丘 11"56 3 渡野  慎也(1) 日南振徳 12"36 4 金丸  広幸(2) 日向 12"57

5 出水  奏也(1) 高鍋 13"09

8 0.0
1 春田  晋作(1) 宮崎大宮 11"48 2 岩切  啓太(2) 宮崎南 11"67 3 永吉  功知(2) 小林 12"14 4 天神  雄斗(1) 都城泉ヶ丘 12"36

5 中嶋    翼(1) 高城 12"46 6 益山    暢(1) 都城農 13"17 7 都甲  俊徳(1) 日向工 14"11

9 -0.2
1 高濱  真也(2) 延岡工 11"62 2 吉田    翼(1) 宮崎工 11"93 3 鎌田  洋平(1) 鵬翔 12"30 4 森山  航陽(2) 宮崎南 12"48

5 榎田    奨(1) 宮崎第一 14"22

10 +0.6
1 木村  将也(1) 宮崎南 11"50 2 溝邉  隼人(2) 延岡 11"95 3 土屋  僚太(2) 宮崎西 12"02 4 甲斐  健央(2) 延岡工 12"47

5 佐藤  雄政(1) 日向学院 12"50 6 新名  一樹(1) 宮崎学園 12"86 7 黒木  章史(1) 宮崎農 13"20 8 谷山  朋也(1) 都城農 13"44

11 +0.1
1 串間  琢郎(2) 宮崎西 11"66 2 佐藤  尚彦(2) 高千穂 12"15 3 山下  智也(2) 佐土原 12"18 4 椎葉    亮(2) 延岡工 12"29

5 緒方  英明(2) 小林 12"49 6 冨永  勇樹(2) 中央支援 13"56

12 +1.8
1 福元  正和(1) 都城泉ヶ丘 11"32 2 森本    亮(2) 日向学院 11"72 3 松浦俊之助(2) 日南振徳 12"01 4 山田  龍二(1) 高城 12"25



期日：2010年09月18日～2010年09月20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

2/6 ﾍﾟｰｼﾞ平成22年度宮崎県高校新人体育大会

男子予選記録表
競技会場：宮崎県総合運動公園　第1陸上競技場

100m
9/19 12 +1.8

5 福盛  朋樹(1) 都城 12"76 6 吉松  大志(1) 高鍋 13"76男子

200m
9/20 1 -1.5

1 山本  大介(2) 宮崎北 22"83 2 高濱  真也(2) 延岡工 23"67 3 池田  和生(2) 宮崎南 23"79 4 宮原  克宏(2) 延岡星雲 24"09

5 渡野  慎也(1) 日南振徳 25"46

2 -0.4
1 澤野  薫平(1) 宮崎大宮 23"98 2 東郷  夕起(1) 日南学園 24"04 3 瀬之口翔太(2) 都城高専 24"54 4 大崎  陽平(1) 延岡 25"03

5 椎葉    亮(2) 延岡工 25"16 6 金丸  広幸(2) 日向 26"92

3 -1.2
1 堀川    職(1) 小林 23"78 2 吉田    翼(1) 宮崎工 23"99 3 山下  敦史(1) 日南学園 24"18 4 川野  宏也(2) 小林秀峰 25"07

5 湯地  敦史(2) 日向学院 26"03 6 髙妻  亮太(2) 佐土原 26"33 7 徳井  康記(1) 日南振徳 27"36

4 -1.7
1 田原  魁人(2) 宮崎工 23"81 2 岸本  誠輔(2) 延岡星雲 24"34 3 佐藤  尚彦(2) 高千穂 24"53 4 上野  新矢(1) 都城高専 25"02

5 柴内  雅史(2) 小林 26"44 6 大濵    哲(1) 高原 26"64

5 0.0
1 春田  晋作(1) 宮崎大宮 23"27 2 佐藤  幸聖(1) 延岡商 24"37 3 高濱  拓也(2) 延岡 24"52 4 山下  智也(2) 佐土原 25"10

5 和田  一希(1) 高千穂 25"47 6 渡部  将人(2) 宮崎西 25"70 7 宮里  泰平(1) 日向工 26"02

6 +0.7
1 髙山  直人(2) 都城工 23"36 2 柏田  幸輝(2) 延岡星雲 24"64 3 中嶋    翼(1) 高城 25"27 4 東    駿輔(2) 宮崎南 26"23

5 甲斐    盛(1) 日向工 26"34 6 牛島    要(1) さくら聴覚 30"89

7 -0.6
1 福元  正和(1) 都城泉ヶ丘 23"09 2 井口  遼亮(1) 宮崎学園 23"31 3 山倉健二朗(1) 日南 24"03 4 鎌田  洋平(1) 鵬翔 24"79

5 山田  龍二(1) 高城 25"27 6 益山    暢(1) 都城農 26"47

8 -1.0
1 満吉  公一(2) 延岡商 23"50 2 山下  雄大(1) 都城泉ヶ丘 24"27 3 水本  弘祐(2) 日向学院 24"53 4 橋野  広夢(1) 日南 24"75

5 戸高  智宏(1) 高千穂 24"94 6 森山  航陽(2) 宮崎南 25"44 7 髙橋    航(1) 日南学園 26"02 8 谷山  朋也(1) 都城農 27"88

9 -0.7
1 平田  勝己(1) 宮崎工 23"67 2 黒木  正大(2) 宮崎西 23"90 3 川添    翼(2) 日南 24"36 4 松浦俊之助(2) 日南振徳 24"69

5 瀬尾  竜哉(2) 都城商 25"10 6 新名  一樹(1) 宮崎学園 26"18 7 吉松  大志(1) 高鍋 28"37

10 +0.3
1 岡田  昌樹(1) 延岡 23"90 2 横山  貴洋(2) 宮崎大宮 24"78 3 稲森  雄哉(2) 都城商 25"12 4 緒方  英明(2) 小林 25"36

5 佐藤  雄政(1) 日向学院 25"37 6 東村  秀周(2) 高城 25"62

11 +0.8
1 上村  洸樹(1) 都城泉ヶ丘 23"34 2 工藤  拓巳(2) 延岡商 23"53 3 甲斐  優太(2) 延岡工 23"66 4 木村  哲也(1) 日南 24"57

5 都甲  俊徳(1) 日向工 28"84



期日：2010年09月18日～2010年09月20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

3/6 ﾍﾟｰｼﾞ平成22年度宮崎県高校新人体育大会

男子予選記録表
競技会場：宮崎県総合運動公園　第1陸上競技場

110mH
9/18 1 -0.5

1 佐藤  浩大(2) 宮崎北 15"66 2 金子  和幸(1) 延岡星雲 17"06 3 川越  圭将(1) 都城泉ヶ丘 17"50男子

2 -0.7
1 矢野    響(1) 宮崎北 16"96 2 黒木  正大(2) 宮崎西 17"02 3 田尻  智幸(1) 延岡星雲 20"97

3 +1.1
1 吉見  雅也(2) 都城商 16"92 2 工藤  道太(2) 高千穂 18"71

400m
9/18 1

1 山本  大介(2) 宮崎北 52"31 2 福崎  昌平(2) 都城商 53"84 3 甲斐  慎司(1) 延岡星雲 54"35 4 大崎  陽平(1) 延岡 57"56

2
1 吉田    翼(1) 宮崎工 52"64 2 田中  駿伍(2) 五ヶ瀬 53"49 3 山下  悟史(1) 宮崎西 53"96 4 安楽    寛(2) 宮崎大宮 55"61

5 黒田  裕海(1) 延岡星雲 55"62 6 渡邉  祐貴(1) 宮崎北 57"01 7 髙妻  亮太(2) 佐土原 57"19

3
1 髙山  直人(2) 都城工 52"72 2 川添    翼(2) 日南 52"95 3 小川  雄也(1) 高鍋 57"65 4 金丸  広幸(2) 日向 1'00"42

4
1 永吉  昂貴(2) 都城商 53"27 2 馬原  佑介(2) 五ヶ瀬 53"77 3 山下  雄大(1) 都城泉ヶ丘 54"74 4 日髙  秀麻(1) 宮崎南 55"88

5 甲斐  健央(2) 延岡工 56"62 6 佐藤  雄政(1) 日向学院 57"96

5
1 籾木慎之介(1) 宮崎工 54"24 2 小野  大輔(1) 延岡商 55"14 3 福園  温輝(2) 高原 58"31

6
1 満吉  公一(2) 延岡商 52"65 2 岡田  昌樹(1) 延岡 53"48 3 松浦俊之助(2) 日南振徳 54"83 4 木村  哲也(1) 日南 55"36

5 稲森  雄哉(2) 都城商 55"96 6 野元  一寛(2) 高鍋 56"13 7 野添  大輔(1) 高原 1'01"18

7
1 甲斐慎一郎(2) 延岡星雲 52"76 2 堀川    職(1) 小林 53"26 3 外山  大和(2) 日南 53"36 4 大濵    哲(1) 高原 59"64

8
1 田原  魁人(2) 宮崎工 52"77 2 池田  和生(2) 宮崎南 53"14 3 上村  洸樹(1) 都城泉ヶ丘 53"47 4 児玉竜之介(2) 高城 56"67

5 山田  慎也(1) 日向工 57"12 6 和田  一希(1) 高千穂 57"92

9
1 磯村    拓(2) 宮崎南 52"80 2 黒木燿一朗(1) 日向学院 54"09 3 髙橋    航(1) 日南学園 59"70 4 平川  智康(2) 高城 1'02"80

10
1 工藤  拓巳(2) 延岡商 52"43 2 柳田  一成(2) 延岡 52"48 3 佐藤  尚彦(2) 高千穂 54"17 4 阿萬  洋弥(1) 宮崎大宮 56"79

5 水谷  春介(2) 日南学園 57"10 6 益山    暢(1) 都城農 59"89 7 日與川慶太(2) 日向 1'00"72 8 出水  奏也(1) 高鍋 1'01"40

400mH
9/19 1

1 佐藤  浩大(2) 宮崎北 59"81 2 甲斐  優太(2) 延岡工 59"89 3 工藤  道太(2) 高千穂 1'02"25 4 山下  雄大(1) 都城泉ヶ丘 1'04"50

5 吉田  大志(2) 延岡星雲 1'04"68 6 瀬尾  竜哉(2) 都城商 1'05"69

2
1 大田原和紀(2) 宮崎工 1'01"59 2 吉見  雅也(2) 都城商 1'01"89 3 平嶋  寛也(1) 日向学院 1'05"47 4 小川  雄也(1) 高鍋 1'07"48

5 日與川慶太(2) 日向

3
1 川添    翼(2) 日南 1'00"52 2 金子  和幸(1) 延岡星雲 1'01"33 3 川越  圭将(1) 都城泉ヶ丘 1'05"25 4 甲斐  健太(2) 高千穂 1'08"60



期日：2010年09月18日～2010年09月20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

4/6 ﾍﾟｰｼﾞ平成22年度宮崎県高校新人体育大会

男子予選記録表
競技会場：宮崎県総合運動公園　第1陸上競技場

400mH
9/19 4

1 日髙  健太(1) 宮崎工 1'02"54 2 日髙  秀麻(1) 宮崎南 1'03"14 3 木村  哲也(1) 日南 1'07"71 4 田尻  智幸(1) 延岡星雲 1'07"75男子

5
1 馬原  佑介(2) 五ヶ瀬 1'00"17 2 本村    新(2) 日向学院 1'00"53 3 林田  洸太(1) 延岡商 1'01"66 4 萩原  秀成(1) 小林 1'07"63

5 天神  雄斗(1) 都城泉ヶ丘 1'08"44

800m
9/19 1

1 中竹  直仁(2) 佐土原 2'08"64 2 年見口裕司(1) 日南学園 2'10"29 3 木場賢太郎(1) 宮崎大宮 2'10"46 4 川内  聖士(1) 都城泉ヶ丘 2'11"25

5 渡邉  賢司(1) 宮崎工 2'11"53 6 松田  裕司(2) 高原 2'11"65 7 下川  貴也(1) 延岡工 2'12"06 8 内山  和也(2) 高城 2'18"29

9 黒田  裕海(1) 延岡星雲 2'19"79 10 川口  祐基(1) 高鍋農 2'26"00 11 渡邉  拓也(1) 日向 2'26"03

2
1 鈴木槙一郎(1) 宮崎工 2'05"92 2 田中  駿伍(2) 五ヶ瀬 2'06"16 3 福崎  昌平(2) 都城商 2'06"32 4 徳峰  捷人(2) 都城工 2'08"16

5 福園  温輝(2) 高原 2'09"44 6 山田  慎也(1) 日向工 2'09"83 7 田中  直輝(1) 延岡星雲 2'11"74 8 土屋  尊嗣(2) 宮崎大宮 2'13"15

9 髙妻  亮太(2) 佐土原 2'16"95 10 谷川  隼人(1) 宮崎第一 2'18"31 11 黒木    衛(1) 延岡工 2'18"48

3
1 松本  浩希(2) 日南学園 2'08"48 2 髙山  直人(2) 都城工 2'08"96 3 内田  敬介(1) 延岡 2'09"75 4 水下  啓介(2) 延岡商 2'09"78

5 石田  一眞(2) 宮崎西 2'11"11 6 小川  雄也(1) 高鍋 2'12"88 7 戸田  靖也(2) 宮崎大宮 2'15"48 8 深田  翔也(2) 佐土原 2'17"36

9 井之上  陵(2) 都城商 2'19"80 10 山本  啓悟(1) 中央支援 2'45"97

4
1 外山  大和(2) 日南 2'05"77 2 黒木燿一朗(1) 日向学院 2'07"07 3 片平  健太(1) 都城商 2'08"99 4 沖江  祐樹(2) 延岡商 2'10"27

5 松井  研介(1) 日章学園 2'10"92 6 武本穣太朗(2) 宮崎学園 2'12"32 7 若松  滉樹(2) 日南振徳 2'13"20 8 石井謙太郎(1) 高鍋 2'15"17

9 甲斐  達也(1) 延岡 2'19"45 10 坂本  大吾(2) 宮崎日大 2'31"06

5
1 鬼束  佳祐(2) 日南 2'05"60 2 﨑田    遼(2) 宮崎西 2'06"97 3 小野    圭(1) 宮崎北 2'07"27 4 松野下哲也(2) 日南振徳 2'09"89

5 江藤  祐誠(1) 高鍋 2'11"59 6 金澤    昇(2) 日向学院 2'11"99 7 瀧本  優博(1) 延岡 2'12"75 8 ニノ方智裕(1) 都城泉ヶ丘 2'13"16

9 櫛間  建志(1) 宮崎日大 2'14"65 10 佐藤  祥太(1) 延岡商 2'20"36

6
1 高橋  秀尚(2) 日南 2'05"16 2 抜屋    慎(2) 延岡星雲 2'07"09 3 金丸  裕樹(1) 宮崎工 2'09"51 4 渡邉  祐貴(1) 宮崎北 2'12"01

5 高巣  栄久(2) 日向 2'13"90 6 別府  亮弥(1) 高原 2'15"07 7 北川  大祐(1) 高城 2'15"76 8 松浦  寛季(1) 宮崎南 2'16"81

9 堀口  佳佑(1) 日南振徳 2'17"63 10 甲斐  友也(2) 高鍋農 2'21"25 11 上村    尚(1) 都城泉ヶ丘 2'30"41

1500m
9/18 1

1 田村  航大(2) 小林 4'16"15 2 甲斐  智樹(1) 宮崎工 4'16"17 3 中武    凌(1) 日章学園 4'19"62 4 上原  雅哉(2) 都城工 4'20"20

5 甲斐  駿兵(2) 高千穂 4'21"43 6 髙山  昂起(2) 佐土原 4'26"22 7 沖江  祐樹(2) 延岡商 4'28"85 8 﨑田    遼(2) 宮崎西 4'30"25



期日：2010年09月18日～2010年09月20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

5/6 ﾍﾟｰｼﾞ平成22年度宮崎県高校新人体育大会

男子予選記録表
競技会場：宮崎県総合運動公園　第1陸上競技場

1500m
9/18 1

9 田中  直輝(1) 延岡星雲 4'30"38 10 松野下哲也(2) 日南振徳 4'30"60 11 堀口  涼平(2) 日南学園 4'31"57 12 下川  貴也(1) 延岡工 4'31"95男子

13 福園  温輝(2) 高原 4'32"19 14 櫛間  建志(1) 宮崎日大 4'37"96 15 谷川  隼人(1) 宮崎第一 4'53"46 16 戸田  靖也(2) 宮崎大宮 4'53"63

17 甲斐  友也(2) 高鍋農 4'59"27 18 上村    尚(1) 都城泉ヶ丘 5'08"83

2
1 水下  啓介(2) 延岡商 4'17"78 2 高橋  秀尚(2) 日南 4'17"83 3 中竹  直仁(2) 佐土原 4'17"87 4 伊東    優(1) 小林 4'17"87

5 福元伸太郎(1) 宮崎南 4'22"33 6 那須  直也(2) 小林秀峰 4'27"55 7 年見口裕司(1) 日南学園 4'29"13 8 内田  敬介(1) 延岡 4'31"18

9 佐藤  琢朗(1) 高千穂 4'31"62 10 河野  実陽(2) 中央支援 4'34"81 11 小野    圭(1) 宮崎北 4'35"36 12 松下    奨(1) 日南振徳 4'37"79

13 柳田  北斗(1) 日向工 4'37"84 14 高巣  栄久(2) 日向 4'39"38 15 川内  聖士(1) 都城泉ヶ丘 4'41"00 16 甲斐  聖章(1) 延岡工 4'41"46

17 戸髙  寛基(2) 鵬翔 4'45"11 18 向山  幸希(1) 延岡星雲 4'47"99 19 武本穣太朗(2) 宮崎学園 4'56"34 20 北川  大祐(1) 高城 5'00"97

21 川口  祐基(1) 高鍋農 5'11"52

3
1 黒木  菖平(2) 日章学園 4'18"32 2 大西  政徳(1) 小林 4'18"77 3 田中  一成(2) 宮崎西 4'18"78 4 鈴木槙一郎(1) 宮崎工 4'18"87

5 抜屋    慎(2) 延岡星雲 4'22"46 6 川口  豊公(2) 延岡工 4'27"65 7 木場賢太郎(1) 宮崎大宮 4'28"03 8 安藤  龍馬(1) 高千穂 4'28"28

9 松田  裕司(2) 高原 4'38"55 10 鈴木  幸助(1) 日向 4'39"60 11 深田  翔也(2) 佐土原 4'40"09 12 松浦  寛季(1) 宮崎南 4'42"95

13 大久保恭太(2) 都城工 4'43"51 14 内藤  嵩浩(1) 日向学院 4'45"49 15 石井謙太郎(1) 高鍋 4'45"94 16 甲斐  達也(1) 延岡 4'51"55

17 内山  和也(2) 高城 4'57"28 18 上野  正翔(1) 都城商 4'59"97 19 山本  啓悟(1) 中央支援 5'34"20

4
1 松本  浩希(2) 日南学園 4'14"12 2 鬼束  佳祐(2) 日南 4'14"72 3 園田  啓祐(2) 都城工 4'15"17 4 坂元  勇太(2) 宮崎工 4'15"65

5 片平  健太(1) 都城商 4'23"59 6 小野  恭汰(1) 延岡商 4'30"84 7 石田  一眞(2) 宮崎西 4'31"60 8 沼口  憲司(1) 日章学園 4'32"17

9 瀧本  優博(1) 延岡 4'32"99 10 江藤  祐誠(1) 高鍋 4'34"45 11 ニノ方智裕(1) 都城泉ヶ丘 4'38"78 12 金澤    昇(2) 日向学院 4'41"84

13 野添  大輔(1) 高原 4'43"52 14 山崎    葵(1) 都城高専 4'43"89 15 髙橋  宏敬(1) 日向 4'55"37 16 磯谷  春樹(1) 中央支援 4'56"17

17 土屋  尊嗣(2) 宮崎大宮 4'58"84 18 大迫  涼司(1) 小林秀峰 5'05"51

4x100mR
9/18 1

1 宮崎南 木村  将也(1)
池田  和生(2)
岩切  啓太(2)
磯村    拓(2)

44"34 2 宮崎北 矢野    響(1)
佐藤  浩大(2)
山本  大介(2)
渡邉  祐貴(1)

44"36 3 延岡星雲 金子  和幸(1)
甲斐慎一郎(2)
甲斐  慎司(1)
岸本  誠輔(2)

45"25 4 宮崎学園 吉田    柊(1)
井口  遼亮(1)
新名  一樹(1)
福田  公貴(1)

46"00

5 高千穂 和田  一希(1)
濱田  正昭(1)
興梠  駿弥(1)
佐藤  尚彦(2)

47"26 6 都城泉ヶ丘 上村  洸樹(1)
福元  正和(1)
川越  圭将(1)
川床  爽大(2)

50"16 7 中央支援 税田  薪平(2)
冨永  勇樹(2)
磯谷  春樹(1)
河野  実陽(2)

51"86
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6/6 ﾍﾟｰｼﾞ平成22年度宮崎県高校新人体育大会

男子予選記録表
競技会場：宮崎県総合運動公園　第1陸上競技場

4x100mR
9/18 2

1 宮崎工 久保  聡崇(1)
平田  勝己(1)
田原  魁人(2)
吉田    翼(1)

43"71 2 日南 川添真太郎(1)
富永  尚樹(1)
川添    翼(2)
山倉健二朗(1)

44"46 3 延岡商 林田  洸太(1)
満吉  公一(2)
工藤  拓巳(2)
佐藤  幸聖(1)

44"54 4 小林 倉岡  進吾(1)
堀川    職(1)
溝辺  朋也(2)
永吉  功知(2)

45"88男子

5 都城商 稲森  雄哉(2)
山田  拓斗(1)
吉見  雅也(2)
瀬尾  竜哉(2)

46"03 6 高城 東村  秀周(2)
中嶋    翼(1)
児玉竜之介(2)
山田  龍二(1)

47"17 7 高鍋 出水  奏也(1)
野元  一寛(2)
小川  雄也(1)
吉松  大志(1)

49"21

3
1 宮崎大宮 澤野  薫平(1)

作    紀昂(2)
春田  晋作(1)
佐藤  直紀(2)

43"62 2 宮崎西 黒木  正大(2)
串間  琢郎(2)
松尾  直哉(1)
土屋  僚太(2)

44"43 3 延岡 溝邉  隼人(2)
岡田  昌樹(1)
柳田  一成(2)
高濱  拓也(2)

44"93 4 日向学院 関    七都(2)
本村    新(2)
水本  弘祐(2)
佐藤  雄政(1)

45"44

5 延岡工 甲斐  健央(2)
甲斐  優太(2)
椎葉    亮(2)
高濱  真也(2)

45"58 6 日南学園 東郷  夕起(1)
井手  裕貴(2)
山下  敦史(1)
髙橋    航(1)

46"61 7 日南振徳 渡野  慎也(1)
松浦俊之助(2)
徳井  康記(1)
徳井  啓悟(2)

46"99 8 日向工 甲斐    盛(1)
山田  慎也(1)
都甲  俊徳(1)
宮里  泰平(1)

3-4ｵｰ
ﾊﾞｰ

4x400mR
9/19 1

1 宮崎工 籾木慎之介(1)
田原  魁人(2)
中原  帯誠(1)
吉田    翼(1)

3'30"18 2 都城泉ヶ丘 福元  正和(1)
上村  洸樹(1)
川床  爽大(2)
山下  雄大(1)

3'38"52 3 日南学園 東郷  夕起(1)
山下  敦史(1)
髙橋    航(1)
井手  裕貴(2)

3'44"48 4 佐土原 山下  智也(2)
髙妻  亮太(2)
髙山  昂起(2)
秋丸  貴大(2)

3'48"81

5 日向工 都甲  俊徳(1)
山田  慎也(1)
宮里  泰平(1)
甲斐    盛(1)

3'56"31 6 宮崎北 渡邉  祐貴(1)
小野    圭(1)
杉    春芳(1)
山内  和彦(1)

4'02"71

2
1 延岡 高濱  拓也(2)

岡田  昌樹(1)
溝邉  隼人(2)
柳田  一成(2)

3'30"08 2 延岡星雲 金子  和幸(1)
甲斐慎一郎(2)
甲斐  慎司(1)
宮原  克宏(2)

3'30"63 3 日南 外山  大和(2)
富永  尚樹(1)
木村  哲也(1)
川添    翼(2)

3'32"22 4 宮崎南 日髙  秀麻(1)
池田  和生(2)
磯村    拓(2)
岩切  啓太(2)

3'34"77

5 日向学院 森本    亮(2)
黒木燿一朗(1)
本村    新(2)
関    七都(2)

3'36"21 6 小林 堀川    職(1)
倉岡  進吾(1)
萩原  秀成(1)
溝辺  朋也(2)

3'36"66 7 日向 金丸  広幸(2)
日與川慶太(2)
椎葉  淳平(1)
高巣  栄久(2)

4'01"22

3
1 延岡商 工藤  拓巳(2)

満吉  公一(2)
林田  洸太(1)
小野  大輔(1)

3'32"72 2 宮崎大宮 澤野  薫平(1)
春田  晋作(1)
奥松  勇貴(1)
安楽    寛(2)

3'33"60 3 都城商 瀬尾  竜哉(2)
永吉  昂貴(2)
稲森  雄哉(2)
福崎  昌平(2)

3'33"95 4 宮崎西 山下  悟史(1)
土屋  僚太(2)
黒木  正大(2)
串間  琢郎(2)

3'38"35

5 高千穂 佐藤  尚彦(2)
和田  一希(1)
戸高  智宏(1)
工藤  道太(2)

3'40"14 6 延岡工 甲斐  健央(2)
甲斐  優太(2)
椎葉    亮(2)
下川  貴也(1)

3'44"29 7 日南振徳 松浦俊之助(2)
堀口  佳佑(1)
若松  滉樹(2)
松野下哲也(2)

3'50"52 8 高鍋 小川  雄也(1)
江藤  祐誠(1)
石井謙太郎(1)
吉松  大志(1)

3'56"75


