
 第８回チャレンジアスリート記録会
 期日:2016年9月10日  記録表 (男子・決勝)
 競技会場:KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場
 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

 9/10  1年生男子
 80m

 1  +0.2  1  平島  啓新(1)  高岡陸上  14"52  2  遠田  航平(1)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  15"33  3  吉田  奏流(1)  西池ジュニア  15"60  4  山口    昊(1)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  15"61

 5  大賀    颯(1)  ひむかTF  15"89  6  外山  結人(1)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  16"35

 2  +1.4  1  続    豪流(1)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  14"31  2  谷口  真斗(1)  木の花陸上  14"55  3  山中純世命(1)  ひむかTF  14"64  4  谷口  陽奏(1)  宮崎西陸上  14"65

 5  肥田  康佑(1)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  16"19  6  松岡  蒼大(1)  ななつばえ陸上  16"31

 3  +0.1  1  緒方  楓仁(1)  東海ｱｽﾘｰﾄ  14"50  2  肥後  知里(1)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  14"99  3  赤木    颯(1)  財光寺ｼﾞｭﾆｱ  16"15  4  甲斐  春陽(1)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  16"36

 5  松林  廉也(1)  ひむかTF  16"38  6  甲斐  絃心(1)  ななつばえ陸上  16"48

 4  +0.5  1  甲斐  響葵(1)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  14"31  2  緒方  敦悠(1)  宮崎西陸上  15"11  3  菊池  晴喜(1)  財光寺ｼﾞｭﾆｱ  15"55  4  長友虎太郎(1)  MSK.sc  15"56

 5  冨滿  丈積(1)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  15"64  6  山本  瑛心(1)  ななつばえ陸上  17"02

 5  +0.3  1  在原  旺我(1)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  14"85  2  渡邊  隼也(1)  北方陸上  15"82  3  鶴薗  瑛士(1)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  15"88  4  上牧  尚椰(1)  ななつばえ陸上  16"15

 5  前畑直太郎(1)  MSK.sc  16"50

 6  +1.1  1  濱島  良雅(1)  宮崎西陸上  14"77  2  山本  塁貴(1)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  14"83  3  崎村  安椋(1)  ななつばえ陸上  15"73  4  河野  晴樹(1)  高鍋東小  16"15

 5  黒木  洋忠(1)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  16"31  6  菊池  倫瑠(1)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  17"71

 9/10  2年生男子
 80m

 1  +2.0  1  髙市  蒼人(2)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  12"95  2  宮原亜瑠斗(2)  宮崎西陸上  13"47  3  松岡  洸我(2)  ななつばえ陸上  13"53  4  平野  璃空(2)  延岡南部  13"78

 5  兒玉  崇行(2)  生目陸上  14"61  6  山本  将大(2)  東海ｱｽﾘｰﾄ  15"15  7  鬼束    成(2)  ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎  15"53  8  橋口  侑史(2)  日向ｱｽﾘｰﾄ  15"82

 2  +1.6  1  浅井  裕翔(2)  延岡南部  13"81  2  赤野  心治(2)  宮崎西陸上  14"73  3  小玉  航大(2)  新光陸上  14"85  4  上原  光稀(2)  東海ｱｽﾘｰﾄ  14"88

 5  吉田  聖矢(2)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  15"19

 3  +0.8  1  太田  裕晴(2)  宮崎西陸上  13"35  2  吉田  大悟(2)  木の花陸上  14"57  3  竹田  伊吹(2)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  14"65  4  高館  勇龍(2)  宮水クラブ  14"89

 5  富﨑    輝(2)  細野ｺｽﾓｽJr  15"16  6  工藤  寿仁(2)  新光陸上  15"89  7  西岡  泰我(2)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  16"44

 4  +1.4  1  黒木ライアン(2)  久峰陸上  13"56  2  大橋  歩睦(2)  宮崎西陸上  13"60  3  松尾  大翔(2)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  14"12  4  河野  佑哉(2)  木の花陸上  14"38

 5  岩満  柊希(2)  都城ｱｽﾘｰﾄ  14"74  6  佐藤  柚輝(2)  新光陸上  16"95

 5  +0.9  1  原田  理生(2)  MSK.sc  14"34  2  上村  礼恩(2)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  14"87  3  図師  裕介(2)  ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎  14"96  4  西    啓太(2)  延岡南部  15"31

 5  海野  颯大(2)  一之宮陸友会  15"86  6  雀ケ野  聖(2)  生目陸上  16"94  7  後藤  颯仁(2)  宮崎西陸上  17"87

 6  +2.2  1  西    蒼志(2)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  13"44  2  青地耕太郎(2)  大淀あすなろ  13"82  3  日髙  聖埜(2)  生目陸上  14"15  4  十亀麟太郎(2)  延岡南部  14"51

 5  吉田  翔蒼(2)  ななつばえ陸上  15"71  6  安藤  愛大(2)  東海ｱｽﾘｰﾄ  15"73  7  鮫島  直希(2)  ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎  16"13  8  黒木  楓馬(2)  一之宮陸友会  17"94

 7  +0.0  1  小薗  脩麿(2)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  13"79  2  假屋  祐翔(2)  大淀あすなろ  13"81  3  平角  碧大(2)  ななつばえ陸上  14"07  4  小泉  遥暉(2)  延岡南部  15"59

 5  寿崎    舜(2)  東海ｱｽﾘｰﾄ  15"80  6  福嶋  一真(2)  ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎  16"04  7  坂田  穂峰(2)  一之宮陸友会  16"17

 9/10  3年生男子
 100m

 1  +0.9  1  宮良  維人(3)  東海ｱｽﾘｰﾄ  15"14  2  鶴薗  楓真(3)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  16"53  3  谷    涼世(3)  宮崎西陸上  17"22  4  野村  崇人(3)  高鍋陸上  17"51

 5  矢野  徳斗(3)  MSK.sc  18"19  6  百野功恭攻(3)  西池ジュニア  18"32  7  佐藤  智生(3)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  18"58

 2  +1.1  1  三島  慶心(3)  MSK.sc  16"64  2  宮浦  吏希(3)  宮崎西陸上  16"78  3  小城  拓巳(3)  西池ジュニア  16"86  4  大山  耀臣(3)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  17"70

 5  岡本  悠慎(3)  ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎  17"71  6  赤司  廉太(3)  高鍋陸上  18"32  7  奈須  皇河(3)  東海ｱｽﾘｰﾄ  19"72

 3  +1.8  1  山本  奏凪(3)  日向ｱｽﾘｰﾄ  15"88  2  後藤  陽大(3)  西池ジュニア  16"09  3  甲斐  嵩悟(3)  ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎  16"10  4  松山  慶悟(3)  久峰陸上  16"48
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 9/10  3年生男子
 100m

 3  +1.8  5  守山  英汰(3)  ななつばえ陸上  17"05  6  綾  真之介(3)  小松台ｱｽﾘｰﾄ  17"35  7  池田  侑大(3)  MSK.sc  17"86  8  桑野  暖也(3)  高鍋陸上  17"87

 4  +1.4  1  原田  悠大(3)  西池ジュニア  15"64  2  石三  達也(3)  MSK.sc  16"26  3  濱田  篤和(3)  久峰陸上  16"67  4  茶木廉太郎(3)  ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎  17"96

 5  黒木  遥叶(3)  日向ｱｽﾘｰﾄ  18"03  6  日高    遼(3)  ななつばえ陸上  18"55  7  藤原  悠太(3)  高鍋陸上  19"58

 5  +1.1  1  崎村  莉士(3)  ななつばえ陸上  17"32  2  八色  航輝(3)  久峰陸上  17"45  3  横山  瑠為(3)  MSK.sc  17"77  4  阿部  陽樹(3)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  17"89

 5  小牧  秀彰(3)  高鍋陸上  18"10  6  川満    朗(3)  ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎  18"13  7  濱田  洸太(3)  新光陸上  18"34

 6  +3.0  1  富浦龍之介(3)  ななつばえ陸上  16"70  2  横山  寛太(3)  ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎  17"33  3  清    彩陽(3)  新光陸上  19"05  4  中尾  優太(3)  久峰陸上  19"36

 5  中武    駿(3)  高鍋陸上  20"26

 7  +2.8  1  大坪  浩輝(3)  高鍋陸上  15"78  2  中竹  優光(3)  川南ﾘﾄﾙﾗﾝﾅｰｽﾞ  16"88  3  岸本  一路(3)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  17"39  4  上牧  蓮弥(3)  ななつばえ陸上  17"84

 5  坂田  叶夢(3)  一之宮陸友会  18"13  6  来間  一心(3)  西池ジュニア  18"15

 8  +0.7  1  鈴木  快理(3)  日後谷陸上  16"69  2  山本  滉大(3)  ななつばえ陸上  16"91  3  坂本兼之介(3)  西池ジュニア  17"17  4  藤森    駿(3)  都城ｱｽﾘｰﾄ  17"32

 5  浜端  陽大(3)  大淀あすなろ  17"98  6  黒木勇輝宏(3)  一之宮陸友会  19"46  7  秩父  大輔(3)  川南ﾘﾄﾙﾗﾝﾅｰｽﾞ  20"54

 9  +0.7  1  山﨑  歩夢(3)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  16"14  2  長友  朱理(3)  宮崎西陸上  16"34  3  ｱﾌﾞﾃﾞｨﾗ ﾗｼｬﾄﾞ(3)  木の花陸上  16"86  4  假屋  宗汰(3)  大淀あすなろ  17"69

 5  松田剣志郎(3)  北方陸上  18"32  6  福崎  悠史(3)  財光寺ｼﾞｭﾆｱ  18"42  7  佐藤  陽生(3)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  19"43

 10  +0.9  1  菊地  未路(3)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"54  2  白井  佑弥(3)  財光寺ｼﾞｭﾆｱ  17"56  3  鴫原    心(3)  木の花陸上  17"86  4  尾川  遥音(3)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  18"60

 5  津江    赳(3)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  18"68

 11  +1.4  1  川井向日葵(3)  延岡南部  17"12  2  川﨑  涼輔(3)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  17"63  3  椎木    涼(3)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  17"73  4  谷口  蒼空(3)  宮崎西陸上  17"95

 5  肥田  健吾(3)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  18"13  6  岡  駿乃介(3)  大淀あすなろ  18"29  7  秋月  暢人(3)  木の花陸上  19"60  8  中西  龍輝(3)  都城ｱｽﾘｰﾄ  21"77

 12  +1.9  1  濱尾夢之介(3)  高鍋陸上  16"29  2  田尻  和樹(3)  MSK.sc  16"82  3  中村  遼稀(3)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  17"46  4  松井  大輝(3)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  17"53

 5  黒木  朝陽(3)  大淀あすなろ  17"82  6  矢野  弘貴(3)  東海ｱｽﾘｰﾄ  18"00  7  井口  智樹(3)  宮崎西陸上  18"58  8  浅尾  俊輔(3)  延岡南部  18"87

 13  +1.4  1  立花  祐介(3)  MSK.sc  16"26  2  外山  皓大(3)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  16"84  3  川人  大馬(3)  宮崎西陸上  17"78  4  濱田  琉斗(3)  東海ｱｽﾘｰﾄ  18"83

 9/10

 男子共通

 4x100mR

 1  1  延岡ｼﾞｭﾆｱC

 遠田  航平(1)
 甲斐  響葵(1)
 山本  塁貴(1)
 続    豪流(1)

 1'16"90  2  宮崎西陸上C

 谷口  蒼空(3)
 大橋  歩睦(2)
 後藤  颯仁(2)
 赤野  心治(2)

 1'18"89  3  延岡ｼﾞｭﾆｱD

 黒木  洋忠(1)
 在原  旺我(1)
 甲斐  春陽(1)
 山口    昊(1)

 1'22"45  4  ななつばえ陸上C

 甲斐  絃心(1)
 崎村  安椋(1)
 上牧  尚椰(1)
 吉田  翔蒼(2)

 1'22"97

 2  1  MSK.scB

 原田  理生(2)
 矢野  徳斗(3)
 池田  侑大(3)
 横山  瑠為(3)

 1'12"83  2  ななつばえ陸上B

 日高    遼(3)
 松岡  洸我(2)
 平角  碧大(2)
 上牧  蓮弥(3)

 1'13"10  3  高鍋陸上B

 藤原  悠太(3)
 小牧  秀彰(3)
 中武    駿(3)

 濱尾夢之介(3)

 1'15"75  4  小林JrｱｽﾘｰﾄB

 冨滿  丈積(1)
 松尾  大翔(2)
 肥後  知里(1)
 上村  礼恩(2)

 1'15"82

 5  延岡南部B

 十亀麟太郎(2)
 小泉  遥暉(2)
 浅尾  俊輔(3)

 河野慎太郎(3)

 1'18"34  6  ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎B

 鮫島  直希(2)
 福嶋  一真(2)
 鬼束    成(2)

 図師  裕介(2)

 1'20"73

 3  1  日南ACｼﾞｭﾆｱA

 外山  皓大(3)
 髙市  蒼人(2)
 中村  遼稀(3)
 肥田  康佑(1)

 1'10"04  2  大淀あすなろ

 假屋  祐翔(2)
 青地耕太郎(2)
 假屋  宗汰(3)
 浜端  陽大(3)

 1'10"89  3  宮崎西陸上B

 井口  智樹(3)
 川人  大馬(3)
 濱島  良雅(1)
 谷    涼世(3)

 1'13"42  4  都城ｱｽﾘｰﾄ

 岩満  柊希(2)
 藤森    駿(3)

 菊地  未路(3)
 中西  龍輝(3)

 1'14"37

 5  東海ｱｽﾘｰﾄB

 緒方  楓仁(1)
 上原  光稀(2)
 奈須  皇河(3)
 濱田  琉斗(3)

 1'15"78  6  新光陸上

 佐藤  柚輝(2)
 工藤  寿仁(2)
 清    彩陽(3)

 濱田  洸太(3)

 1'19"52  7  一之宮陸友会

 坂田  叶夢(3)
 黒木勇輝宏(3)
 海野  颯大(2)
 坂田  穂峰(2)

 1'22"76
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 9/10

 男子共通

 4x100mR

 4  1  西池ジュニアA

 小城  拓巳(3)
 後藤  陽大(3)

 坂本兼之介(3)
 原田  悠大(3)

 1'06"25  2  ななつばえ陸上A

 山本  滉大(3)
 崎村  莉士(3)

 富浦龍之介(3)
 守山  英汰(3)

 1'09"46  3  延岡ｼﾞｭﾆｱA

 岸本  一路(3)
 山﨑  歩夢(3)
 川﨑  涼輔(3)
 阿部  陽樹(3)

 1'10"80  4  ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎A

 甲斐  嵩悟(3)
 横山  寛太(3)
 岡本  悠慎(3)

 茶木廉太郎(3)

 1'10"82

 5  久峰陸上

 中尾  優太(3)
 松山  慶悟(3)
 八色  航輝(3)
 濱田  篤和(3)

 1'11"84  6  財光寺ｼﾞｭﾆｱ

 福崎  悠史(3)
 赤木    颯(1)

 菊池  晴喜(1)
 白井  佑弥(3)

 1'18"14

 5  1  宮崎西陸上A

 太田  裕晴(2)
 長友  朱理(3)

 宮原亜瑠斗(2)
 宮浦  吏希(3)

 1'06"02  2  MSK.scA

 三島  慶心(3)
 石三  達也(3)
 田尻  和樹(3)
 立花  祐介(3)

 1'06"16  3  小林JrｱｽﾘｰﾄA

 大山  耀臣(3)
 西    蒼志(2)

 小薗  脩麿(2)
 鶴薗  楓真(3)

 1'07"56  4  高鍋陸上A

 野村  崇人(3)
 赤司  廉太(3)
 桑野  暖也(3)
 大坪  浩輝(3)

 1'10"17

 5  東海ｱｽﾘｰﾄA

 矢野  弘貴(3)
 宮良  維人(3)
 寿崎    舜(2)
 寿崎    蓮(3)

 1'10"39  6  延岡南部A

 平野  璃空(2)
 西    啓太(2)

 川井向日葵(3)
 浅井  裕翔(2)

 1'10"82  7  木の花陸上

 谷口  真斗(1)
 河野  佑哉(2)
 鴫原    心(3)

 ｱﾌﾞﾃﾞｨﾗ ﾗｼｬﾄﾞ(3)

 1'11"45  8  本郷ｱｽﾘｰﾄ

 佐藤  陽生(3)
 津江    赳(3)

 佐藤  智生(3)
 椎木    涼(3)

 1'15"27

 9/10  ﾁｬﾚﾝｼﾞ一般男子
 100m

 1  +0.7  1  松田  悠佑  ﾁｬﾚﾝｼﾞAC  12"31  2  税田  薪平  ﾁｬﾚﾝｼﾞAC  12"99

 9/10
 1500m

 1  1  熊谷    励  ﾁｬﾚﾝｼﾞAC  5'48"35

 9/10  小学生混成男子
 80mH

 1  +0.3  1  甲斐  心土(6)  宮水クラブ  15"58  2  平岡  秀樹(6)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  15"89  3  岡田  泰知(6)  宮崎西陸上  16"04  4  矢野  颯大(6)  日後谷陸上  17"46

 5  戸村  銀兒(6)  田野陸上  17"98  6  大里  浩貴(6)  小松台ｱｽﾘｰﾄ  19"89

 2  +0.6  1  楢畑  陽大(6)  宮崎西陸上  13"75  2  村上  友康(6)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  15"04  3  橋本  和憲(6)  宮水クラブ  15"47  4  河上健太郎(6)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  17"97

 5  佐藤  優馬(6)  日後谷陸上  19"00

 3  -0.0  1  堀田  祐平(6)  宮崎西陸上  14"51  2  堺屋  雄堂(6)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  14"53  3  横田  大知(6)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  18"44  4  山元  翔樹(6)  あやキッズ  19"28

 5  多田  鈴音(6)  日後谷陸上  19"75

 4  +1.9  1  宮原  悠真(6)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  14"42  2  黒木  浩輔(6)  ひむかTF  15"17  3  原口  颯太(6)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  15"66  4  甲斐  大斗(6)  延岡南部  16"52

 5  温水  海翔(6)  細野ｺｽﾓｽJr  16"76  6  濱砂  伊吹(6)  あやキッズ  19"82  7  國部   ?史(6)  田野陸上  20"04

 5  +1.2  1  滝口  俊人(6)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  13"35  2  今村  祐翔(6)  延岡南部  14"58  3  河野  成樹(6)  高鍋陸上  15"07  4  山中寿世夢(6)  ひむかTF  15"21

 5  柏木  凌空(6)  小松台ｱｽﾘｰﾄ  18"15  6  小宮  一拳(6)  田野陸上  18"22

 9/10  ﾁｬﾚﾝｼﾞ高校男子
 100m

 1  +0.7  1  兒玉  幸志(1)  中央支援  14"27

 9/10
 400m

 1  1  鈴木  竜寿  児湯るぴなす  59"94

 9/10
 1500m

 1  1  河野  優人(2)  中央支援  4'56"70  2  岩﨑    隼(3)  中央支援  5'57"74

 9/10  ﾁｬﾚﾝｼﾞ中学男子
 100m

 1  +0.7  1  山本    輝(2)  ﾁｬﾚﾝｼﾞAC  12"82  2  岩切もとき(2)  ﾁｬﾚﾝｼﾞAC  15"69

 9/10
 200m

 1  -0.2  1  山本    輝(2)  ﾁｬﾚﾝｼﾞAC  25"35

 9/10
 1500m

 1  1  森    陽向(2)  中央支援  6'41"39

 9/10  小学生混成男子
 走幅跳

 1  1  黒木  浩輔(6)  ひむかTF  4m64
 +0.0

 2  滝口  俊人(6)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  4m51
 +0.4

 3  原口  颯太(6)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  4m41
 +1.0

 4  橋本  和憲(6)  宮水クラブ  4m39
 +0.0

 5  堺屋  雄堂(6)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  4m16
 +0.0

 6  堀田  祐平(6)  宮崎西陸上  4m10
 +0.0

 7  村上  友康(6)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  4m05
 +1.1

 8  宮原  悠真(6)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  4m01
 -0.1

 9  楢畑  陽大(6)  宮崎西陸上  3m98
 +0.8

 10  河野  成樹(6)  高鍋陸上  3m93
 +0.1

 11  山中寿世夢(6)  ひむかTF  3m83
 +0.2

 12  今村  祐翔(6)  延岡南部  3m82
 +0.0

 13  温水  海翔(6)  細野ｺｽﾓｽJr  3m76
 -1.3

 14  甲斐  心土(6)  宮水クラブ  3m67
 -0.9

 15  平岡  秀樹(6)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  3m63
 +1.7

 16  岡田  泰知(6)  宮崎西陸上  3m54
 +0.0

 17  横田  大知(6)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  3m49
 -0.1

 18  甲斐  大斗(6)  延岡南部  3m46
 +0.0

 19  矢野  颯大(6)  日後谷陸上  3m41
 -0.1

 20  濱砂  伊吹(6)  あやキッズ  3m36
 +0.2

 3/9
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 9/10  小学生混成男子
 走幅跳

 1  21  河上健太郎(6)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  3m28
 +0.9

 22  佐藤  優馬(6)  日後谷陸上  3m28
 +0.0

 23  小宮  一拳(6)  田野陸上  3m22
 +0.8

 24  大里  浩貴(6)  小松台ｱｽﾘｰﾄ  3m20
 +0.0

 25  山元  翔樹(6)  あやキッズ  3m20
 +0.9

 26  柏木  凌空(6)  小松台ｱｽﾘｰﾄ  3m11
 -0.3

 27  戸村  銀兒(6)  田野陸上  2m94
 +0.3

 28  多田  鈴音(6)  日後谷陸上  2m60
 +0.0

 29  國部   ?史(6)  田野陸上  2m35
 +1.3

 9/10
 ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投

 1  1  岡田  泰知(6)  宮崎西陸上  58m47  2  堀田  祐平(6)  宮崎西陸上  49m45  3  小宮  一拳(6)  田野陸上  45m46  4  橋本  和憲(6)  宮水クラブ  43m00

 5  大里  浩貴(6)  小松台ｱｽﾘｰﾄ  42m05  6  宮原  悠真(6)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  41m33  7  甲斐  大斗(6)  延岡南部  39m98  8  堺屋  雄堂(6)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  39m74

 9  佐藤  優馬(6)  日後谷陸上  38m50  10  平岡  秀樹(6)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  37m57  11  矢野  颯大(6)  日後谷陸上  37m49  12  柏木  凌空(6)  小松台ｱｽﾘｰﾄ  37m18

 13  河野  成樹(6)  高鍋陸上  37m00  14  温水  海翔(6)  細野ｺｽﾓｽJr  36m86  15  楢畑  陽大(6)  宮崎西陸上  35m93  16  黒木  浩輔(6)  ひむかTF  35m78

 17  多田  鈴音(6)  日後谷陸上  35m41  18  原口  颯太(6)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  35m40  19  甲斐  心土(6)  宮水クラブ  35m14  20  滝口  俊人(6)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  34m81

 21  山中寿世夢(6)  ひむかTF  34m20  22  村上  友康(6)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  33m82  23  今村  祐翔(6)  延岡南部  33m58  24  横田  大知(6)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  32m98

 25  山元  翔樹(6)  あやキッズ  29m97  26  濱砂  伊吹(6)  あやキッズ  26m80  27  河上健太郎(6)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  25m18  28  戸村  銀兒(6)  田野陸上  20m27

 29  國部   ?史(6)  田野陸上  18m46

 9/10  ﾁｬﾚﾝｼﾞ高校男子
 砲丸投

 1  1  浦山  柾光(3)  中央支援  6m45

 9/10  ﾁｬﾚﾝｼﾞ中学男子
 走幅跳

 1  1  岩切もとき(2)  ﾁｬﾚﾝｼﾞAC  2m72
 +2.5

 4/9
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 9/10  1年生女子
 80m

 1  +0.3  1  坂田  心奏(1)  一之宮陸友会  15"36  2  四月一日優芽(1)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  15"43  3  野﨑  彩乃(1)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  16"94  4  金崎  真央(1)  延岡南部  16"95

 5  関本  夏帆(1)  宮崎西陸上  17"06  6  前島すみれ(1)  生目陸上  18"30

 2  +0.7  1  笠原菜奈未(1)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  15"10  2  甲斐  文葉(1)  宮水クラブ  15"46  3  柚木﨑小春(1)  宮崎西陸上  15"58  4  戸松  碧音(1)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  15"99

 5  田辺  沙織(1)  西池ジュニア  16"03  6  長嶺  結奈(1)  新光陸上  16"05  7  ハンラハン美璃(1)  木の花陸上  16"27  8  坂田  柚結(1)  一之宮陸友会  17"05

 3  +1.6  1  平田  梓紗(1)  財光寺ｼﾞｭﾆｱ  15"18  2  佐藤  風暖(1)  南方ｱｽﾘｰﾄ  15"41  3  橋本  香澄(1)  宮水クラブ  15"71  4  五十嵐  結(1)  MSK.sc  16"04

 5  多田  鈴夏(1)  日後谷陸上  16"17  6  有川琉衣加(1)  宮崎西陸上  16"93  7  鳥丸  和奏(1)  宮崎西陸上  17"49

 4  +1.7  1  平原  杏理(2)  日後谷陸上  15"61  2  郡    花和(1)  宮崎西陸上  16"03  3  山元  七海(1)  あやキッズ  16"13  4  黒木  結布(1)  日向ｱｽﾘｰﾄ  16"25

 5  松山ちひろ(1)  大淀あすなろ  16"91  6  児玉  笑心(1)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  18"32  7  竹下  瑠那(1)  宮崎西陸上  19"88

 5  +1.5  1  山中  唯華(1)  宮崎西陸上  14"94  2  河野  愛莉(1)  高岡陸上  15"26  3  岡山  侑生(1)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  15"74  4  横山  己葉(1)  ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎  16"25

 5  江﨑  美奈(1)  延岡南部  16"36  6  黒木  七海(1)  ひむかTF  16"59  7  岡田  梨暖(1)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  16"88

 9/10  2年生女子
 80m

 1  +0.9  1  中園    葵(2)  宮崎西陸上  14"12  2  神田みなみ(2)  西池ジュニア  15"01  3  後藤美陽子(2)  ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎  15"03  4  小河  夕莉(2)  都城ｱｽﾘｰﾄ  15"43

 5  南    歌凛(2)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  16"91  6  川口  柚葉(2)  財光寺ｼﾞｭﾆｱ  17"42

 2  +1.2  1  川越  美空(2)  宮崎西陸上  14"40  2  長倉  夏美(2)  都城ｱｽﾘｰﾄ  14"63  3  井俣  里紗(2)  大淀あすなろ  14"72  4  渡邊  夢結(2)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  14"77

 5  高崎日菜子(2)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  15"33  6  奥江  紗良(2)  ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎  15"50  7  和田  琥々(2)  日後谷陸上  15"80  8  河野  吏桜(2)  宮崎西陸上  16"01

 3  +0.6  1  門川  雅実(2)  北方陸上  13"40  2  日髙  絢晴(2)  宮崎西陸上  14"58  3  岩切  理花(2)  大淀あすなろ  14"62  4  濱上  美幸(2)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  15"06

 5  清    海羽(2)  新光陸上  15"23  6  藤久保ひかり(2)  宮崎西陸上  15"24  7  相星  心夢(2)  都城ｱｽﾘｰﾄ  17"28

 4  +0.2  1  藤山  結奈(2)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  14"55  2  大山愛星琉(2)  都城ｱｽﾘｰﾄ  14"88  3  足立  琉華(2)  宮崎西陸上  15"20  4  田中  美羽(2)  宮崎西陸上  15"24

 5  内山田  奏(2)  延岡南部  15"29  6  黒木  颯菜(2)  大淀あすなろ  15"97

 5  +1.1  1  田上はるの(2)  ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎  15"46  2  三森  夕奈(2)  延岡南部  15"47  3  岩波  柚葉(2)  大淀あすなろ  15"67  4  濱田  芹菜(2)  宮崎西陸上  16"20

 5  吉原  咲蘭(2)  一之宮陸友会  16"26  6  柳田  玲奈(2)  東海ｱｽﾘｰﾄ  18"91

 6  +1.5  1  坂本菜々香(2)  宮水クラブ  13"85  2  高橋  咲羽(2)  大淀あすなろ  14"19  3  河野  媛夏(2)  宮崎西陸上  14"26  4  伊藤  英里(2)  高岡陸上  14"70

 5  木村  涼菜(2)  川南ﾘﾄﾙﾗﾝﾅｰｽﾞ  15"18  6  佐藤  山吹(2)  東海ｱｽﾘｰﾄ  15"26

 7  +1.0  1  西村  心都(2)  久峰陸上  14"67  2  山﨑紅瑠美(2)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  15"38  3  黒木  晴霞(2)  ひむかTF  15"53  4  守山  琴音(2)  ななつばえ陸上  15"56

 5  黒木  陽莉(2)  一之宮陸友会  15"93

 8  +1.6  1  藤原  杜葉(2)  宮崎西陸上  14"25  2  津田美月姫(2)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  14"30  3  竹井  育美(2)  ななつばえ陸上  14"41  4  三輪  樹里(2)  一之宮陸友会  14"43

 5  結城  桜羽(2)  木の花陸上  15"40  6  木原  真央(2)  久峰陸上  15"87

 9  +1.4  1  本間  千遥(2)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  14"26  2  木下  陽菜(2)  あやキッズ  14"56  3  安藤  心愛(2)  宮崎西陸上  14"79  4  薄田  麻央(2)  一之宮陸友会  14"91

 5  上村  珠生(2)  日後谷陸上  15"11  6  平島亜沙美(2)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  15"55  7  松田  夏和(2)  木の花陸上  16"08

 10  +0.1  1  関本  侑佳(2)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  14"28  2  石村日那乃(2)  ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎  14"53  3  倉永  枇奈(2)  日後谷陸上  14"84  4  新名  結花(2)  一之宮陸友会  16"72

 9/10  3年生女子
 100m

 1  +1.1  1  有田  彩乃(3)  MSK.sc  16"76  2  横山  莉音(3)  高鍋陸上  16"82  3  藤田  悠希(3)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  17"76  4  金丸  綾香(3)  南方ｱｽﾘｰﾄ  18"12

 5  加藤  李菜(3)  高岡陸上  18"22  6  田辺  志織(3)  西池ジュニア  19"19  7  柳元  樹里(3)  久峰陸上  20"76

 5/9
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 9/10  3年生女子
 100m

 2  +2.4  1  壱岐  心音(3)  MSK.sc  17"02  2  佐藤  暖心(3)  南方ｱｽﾘｰﾄ  17"38  3  大窪明日香(3)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  17"44  4  黒木  香凜(3)  西池ジュニア  17"59

 5  池田  一花(3)  高鍋陸上  18"19  6  森    心那(3)  日後谷陸上  18"25  7  黒木  花音(3)  財光寺ｼﾞｭﾆｱ  18"42  8  濱川  心音(3)  ななつばえ陸上  21"35

 3  +1.4  1  坂元    凛(3)  日後谷陸上  16"79  2  五十嵐優花(3)  MSK.sc  17"16  3  武石  真奈(3)  西池ジュニア  17"79  4  杉谷歩乃佳(3)  財光寺ｼﾞｭﾆｱ  18"55

 5  妹尾  紗良(3)  高鍋陸上  19"41  6  甲斐  風愛(3)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  21"39  7  濱川  心美(3)  ななつばえ陸上  22"69

 4  +1.2  1  佐伯妃奈子(3)  宮崎西陸上  17"05  2  安楽  早織(3)  日後谷陸上  17"62  3  猪須妃奈乃(3)  ひむかTF  17"99  4  四角目侑海(3)  財光寺ｼﾞｭﾆｱ  18"00

 5  岡本好ノ音(3)  高鍋陸上  18"39  6  今村  優花(3)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  18"91  7  濱川  心優(3)  ななつばえ陸上  21"31  8  甲斐  美紅(3)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  22"52

 5  +0.8  1  小城  心結(3)  北方陸上  16"27  2  在原  芽沙(3)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  16"33  3  大賀  芽依(3)  ひむかTF  17"30  4  河野  央惺(3)  財光寺ｼﾞｭﾆｱ  17"72

 5  鷺島  水城(3)  日向ｱｽﾘｰﾄ  17"80  6  岩井向日葵(3)  都城ｱｽﾘｰﾄ  17"81  7  柴    愛実(3)  宮崎西陸上  18"53  8  黒木  愛華(3)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  19"72

 6  +3.0  1  猪股なのほ(3)  日向ｱｽﾘｰﾄ  16"75  2  小河  由奈(3)  都城ｱｽﾘｰﾄ  17"32  3  黒木  小桜(3)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  17"38  4  赤木  萌音(3)  財光寺ｼﾞｭﾆｱ  17"39

 5  藤本  真綾(3)  宮水クラブ  18"51  6  濱島  優羽(3)  宮崎西陸上  18"53  7  南    杏樹(3)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  19"72

 7  +0.6  1  阿相    凜(3)  宮崎西陸上  17"71  2  黒木  優羽(3)  日向ｱｽﾘｰﾄ  18"61  3  久保美優姫(3)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  19"35

 8  +1.9  1  川端  璃美(3)  ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎  16"56  2  黒木  萌音(3)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  16"75  3  戸松  瑚音(3)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  17"30  4  鍋島  実愛(3)  宮崎西陸上  17"50

 5  上原  羽桜(3)  東海ｱｽﾘｰﾄ  18"17  6  前田  聡美(3)  小松台ｱｽﾘｰﾄ  18"72  7  児玉  咲來(3)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  20"85

 9  +1.6  1  塩月  夢乃(3)  小松台ｱｽﾘｰﾄ  17"45  2  安井  薫奏(3)  ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎  17"86  3  横山  佳音(3)  高鍋陸上  17"89  4  猪俣  琴音(3)  高岡陸上  18"31

 5  甲斐  夕花(3)  東海ｱｽﾘｰﾄ  18"70  6  栁田  千奈(3)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  18"84  7  児玉  萌綺(3)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  18"84

 10  +0.8  1  渡邉ひより(3)  東海ｱｽﾘｰﾄ  16"27  2  橋口  果歩(3)  高岡陸上  16"80  3  蛯原  桜羽(3)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  16"84  4  大久保  圭(3)  高鍋陸上  18"11

 5  岡本  帆叶(3)  ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎  19"33  6  貫    愛心(3)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  20"78

 11  +2.1  1  続    心良(3)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  18"15  2  徳井  夏美(3)  新光陸上  18"30  3  竹生結望乃(3)  高鍋陸上  18"77  4  海老原蒼空(3)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  18"81

 5  川野  穂峰(3)  高岡陸上  19"50

 12  +2.5  1  河上  愛子(3)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  16"75  2  田口美紗葵(3)  高岡陸上  18"03  3  中津  有茉(3)  新光陸上  18"17  4  松村  夢花(3)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  18"93

 5  向井  結夏(3)  高鍋陸上  19"86

 13  +1.6  1  清    心咲(3)  新光陸上  17"50  2  樋脇  七彩(3)  高岡陸上  17"64  3  吉田  憂菜(3)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  18"88  4  岩切  百花(3)  久峰陸上  18"99

 5  平本実花鈴(3)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  20"23

 9/10

 女子共通

 4x100mR

 1  1  宮崎西陸上C

 田中  美羽(2)
 足立  琉華(2)
 安藤  心愛(2)
 濱島  優羽(3)

 1'16"67  2  高岡陸上B

 伊藤  英里(2)
 猪俣  琴音(3)
 川野  穂峰(3)
 河野  愛莉(1)

 1'18"30  3  日南ACｼﾞｭﾆｱC

 濱上  美幸(2)
 笠原菜奈未(1)

 四月一日優芽(1)
 平本実花鈴(3)

 1'19"10  4  日後谷陸上B

 多田  鈴夏(1)
 倉永  枇奈(2)
 和田  琥々(2)
 平原  杏理(2)

 1'23"06

 5  延岡ｼﾞｭﾆｱD

 甲斐  風愛(3)
 貫    愛心(3)
 白須    有(3)

 甲斐  美紅(3)

 1'24"29

 2  1  宮崎西陸上B

 阿相    凜(3)
 河野  媛夏(2)
 日髙  絢晴(2)
 藤原  杜葉(2)

 1'12"00  2  延岡ｼﾞｭﾆｱB

 続    心良(3)
 大窪明日香(3)
 栁田  千奈(3)
 黒木  小桜(3)

 1'13"44  3  延岡ｼﾞｭﾆｱC

 本間  千遥(2)
 吉田  憂菜(3)
 松村  夢花(3)

 津田美月姫(2)

 1'15"07  4  高鍋陸上B

 池田  一花(3)
 妹尾  紗良(3)
 向井  結夏(3)

 竹生結望乃(3)

 1'15"91

 5  日南ACｼﾞｭﾆｱB

 渡邊  夢結(2)
 児玉  咲來(3)
 児玉  萌綺(3)

 海老原蒼空(3)

 1'18"41  6  ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎B

 後藤美陽子(2)
 奥江  紗良(2)
 横山  己葉(1)
 田上はるの(2)

 1'20"49
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 9/10

 女子共通

 4x100mR

 3  1  高岡陸上A

 加藤  李菜(3)
 樋脇  七彩(3)

 田口美紗葵(3)
 橋口  果歩(3)

 1'09"59  2  日南ACｼﾞｭﾆｱA

 蛯原  桜羽(3)
 河上  愛子(3)
 藤山  結奈(2)
 岡山  侑生(1)

 1'11"67  3  日後谷陸上A

 森    心那(3)
 安楽  早織(3)
 上村  珠生(2)
 坂元    凛(3)

 1'12"37  4  ひむかTF

 黒木  晴霞(2)
 大賀  芽依(3)
 黒木  七海(1)

 猪須妃奈乃(3)

 1'16"82

 5  一之宮陸友会

 薄田  麻央(2)
 三輪  樹里(2)
 新名  結花(2)
 三輪  望実(3)

 1'17"36  6  ななつばえ陸上

 守山  琴音(2)
 竹井  育美(2)
 濱川  心優(3)
 濱川  心音(3)

 1'21"25

 4  1  高鍋陸上A

 横山  佳音(3)
 横山  莉音(3)
 岡本好ノ音(3)
 大久保  圭(3)

 1'12"43  2  西池ジュニア

 田辺  志織(3)
 黒木  香凜(3)
 神田みなみ(2)
 武石  真奈(3)

 1'13"41  3  財光寺ｼﾞｭﾆｱA

 河野  央惺(3)
 杉谷歩乃佳(3)
 赤木  萌音(3)

 四角目侑海(3)

 1'13"48  4  ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎A

 岡本  帆叶(3)
 石村日那乃(2)
 安井  薫奏(3)
 川端  璃美(3)

 1'13"99

 5  日向ｱｽﾘｰﾄ

 黒木  結布(1)
 鷺島  水城(3)
 黒木  優羽(3)
 猪股なのほ(3)

 1'15"84  6  大淀あすなろ

 高橋  咲羽(2)
 井俣  里紗(2)
 岩切  理花(2)
 岩波  柚葉(2)

 1'16"30  7  久峰陸上

 柳元  樹里(3)
 岩切  百花(3)
 木原  真央(2)
 西村  心都(2)

 1'19"63  8  木の花陸上

 松田  夏和(2)
 守永  早希(2)

 ハンラハン美璃(1)
 結城  桜羽(2)

 1'21"45

 5  1  延岡ｼﾞｭﾆｱA

 藤田  悠希(3)
 在原  芽沙(3)
 黒木  萌音(3)
 戸松  瑚音(3)

 1'08"12  2  宮崎西陸上A

 鍋島  実愛(3)
 佐伯妃奈子(3)
 川越  美空(2)
 中園    葵(2)

 1'11"42  3  MSK.sc

 壱岐  心音(3)
 有田  彩乃(3)
 五十嵐  結(1)

 五十嵐優花(3)

 1'11"96  4  都城ｱｽﾘｰﾄA

 大山愛星琉(2)
 岩井向日葵(3)
 長倉  夏美(2)
 小河  由奈(3)

 1'13"17

 5  東海ｱｽﾘｰﾄA

 佐藤  山吹(2)
 上原  羽桜(3)
 甲斐  夕花(3)
 渡邉ひより(3)

 1'13"38  6  本郷ｱｽﾘｰﾄ

 久保美優姫(3)
 南    杏樹(3)

 黒木  愛華(3)
 関本  侑佳(2)

 1'15"84  7  新光陸上

 清    海羽(2)
 中津  有茉(3)
 徳井  夏美(3)
 清    心咲(3)

 1'16"89  8  延岡南部

 金崎  真央(1)
 江﨑  美奈(1)
 三森  夕奈(2)
 内山田  奏(2)

 1'30"69

 9/10  ﾁｬﾚﾝｼﾞ一般女子
 100m

 1  +1.5  1  神谷  美織  ﾁｬﾚﾝｼﾞAC  15"01  2  剣持  未来  ﾁｬﾚﾝｼﾞAC  17"68  3  田中ちひろ  ﾁｬﾚﾝｼﾞAC  21"43

 9/10
 200m

 1  +2.4  1  剣持  未来  ﾁｬﾚﾝｼﾞAC  40"20

 9/10
 400m

 1  1  田中ちひろ  ﾁｬﾚﾝｼﾞAC  2'11"12

 9/10  小学生混成女子
 80mH

 1  +1.9  1  平田  奈々(6)  宮崎西陸上  13"76  2  谷    柚季(6)  川南ﾘﾄﾙﾗﾝﾅｰｽﾞ  15"19  3  桑水流彩香(6)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  16"39  4  河野  星愛(6)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  17"51

 5  村田  彩音(6)  小松台ｱｽﾘｰﾄ  18"24  6  河上    愛(6)  ななつばえ陸上  18"69  7  鈴木  愛麻(6)  日後谷陸上  19"26  8  松本  沙和(6)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  19"62

 2  +1.3  1  綾  萌恵子(6)  小松台ｱｽﾘｰﾄ  15"63  2  有川乃愛香(6)  宮崎西陸上  15"79  3  城山 瑚?津(6)  細野ｺｽﾓｽJr  17"93  4  森  菜々美(6)  川南ﾘﾄﾙﾗﾝﾅｰｽﾞ  18"29

 5  谷口  優衣(6)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  18"46  6  西村  楓花(6)  田野陸上  18"84

 3  +0.6  1  星川  七海(6)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  13"48  2  松井  和子(6)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  14"77  3  後藤  愛依(6)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  14"99  4  今門ほのか(6)  川南ﾘﾄﾙﾗﾝﾅｰｽﾞ  16"97

 5  宮本  紗羽(6)  宮崎西陸上  16"98  6  肥田  希美(6)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  17"29  7  矢野  雅美(6)  田野陸上  20"67

 4  +1.8  1  山本    彩(6)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  15"14  2  北薗  杏奈(6)  小松台ｱｽﾘｰﾄ  15"83  3  西村まりこ(6)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  16"03  4  木下  泉希(6)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  17"34

 5  谷口紗也華(6)  田野陸上  17"87  6  河野   ?佳(6)  ななつばえ陸上  20"90

 9/10  ﾁｬﾚﾝｼﾞ高校女子
 100m

 1  +1.5  1  杉尾日向子(2)  中央支援  16"39  2  冨岡  風香(3)  中央支援  26"84

 9/10
 400m

 1  1  外山  愛美  ﾁｬﾚﾝｼﾞAC  1'05"81

 9/10  ﾁｬﾚﾝｼﾞ一般女子
 走幅跳

 1  1  神谷  美織  ﾁｬﾚﾝｼﾞAC  4m00
 +1.4

 9/10  小学生混成女子
 走幅跳

 1  1  谷    柚季(6)  川南ﾘﾄﾙﾗﾝﾅｰｽﾞ  4m20
 +0.8

 2  星川  七海(6)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  4m09
 +1.0

 3  山本    彩(6)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  4m06
 +0.0

 4  北薗  杏奈(6)  小松台ｱｽﾘｰﾄ  3m93
 +1.8

 5  綾  萌恵子(6)  小松台ｱｽﾘｰﾄ  3m86
 +1.1

 6  後藤  愛依(6)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  3m81
 +1.8

 7  松井  和子(6)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  3m69
 +2.4

 8  有川乃愛香(6)  宮崎西陸上  3m69
 +0.9

 9  平田  奈々(6)  宮崎西陸上  3m65
 +1.9

 10  肥田  希美(6)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  3m63
 +0.1

 11  桑水流彩香(6)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  3m55
 +2.4

 12  河上    愛(6)  ななつばえ陸上  3m53
 +1.7

 13  西村まりこ(6)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  3m52
 +1.1

 14  宮本  紗羽(6)  宮崎西陸上  3m38
 +1.6

 15  村田  彩音(6)  小松台ｱｽﾘｰﾄ  3m38
 +1.1

 16  城山 瑚?津(6)  細野ｺｽﾓｽJr  3m37
 +0.9

 17  森  菜々美(6)  川南ﾘﾄﾙﾗﾝﾅｰｽﾞ  3m34
 +1.8

 18  鈴木  愛麻(6)  日後谷陸上  3m31
 +1.7

 19  矢野  雅美(6)  田野陸上  3m28
 +0.0

 20  西村  楓花(6)  田野陸上  3m26
 +0.9

 7/9



 第８回チャレンジアスリート記録会
 期日:2016年9月10日  記録表 (女子・決勝)
 競技会場:KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場
 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

 9/10  小学生混成女子
 走幅跳

 1  21  今門ほのか(6)  川南ﾘﾄﾙﾗﾝﾅｰｽﾞ  3m23
 +1.4

 22  松本  沙和(6)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  3m19
 +1.5

 23  谷口  優衣(6)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  3m10
 +1.9

 24  谷口紗也華(6)  田野陸上  3m01
 +1.6

 25  木下  泉希(6)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  2m88
 +2.1

 9/10
 ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投

 1  1  有川乃愛香(6)  宮崎西陸上  40m23  2  河上    愛(6)  ななつばえ陸上  34m85  3  平田  奈々(6)  宮崎西陸上  34m68  4  城山 瑚?津(6)  細野ｺｽﾓｽJr  32m90

 5  西村まりこ(6)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  32m21  6  星川  七海(6)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  30m77  7  谷    柚季(6)  川南ﾘﾄﾙﾗﾝﾅｰｽﾞ  29m81  8  綾  萌恵子(6)  小松台ｱｽﾘｰﾄ  29m52

 9  今門ほのか(6)  川南ﾘﾄﾙﾗﾝﾅｰｽﾞ  27m13  10  松井  和子(6)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  25m11  11  北薗  杏奈(6)  小松台ｱｽﾘｰﾄ  24m93  12  宮本  紗羽(6)  宮崎西陸上  24m65

 13  松本  沙和(6)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  23m12  14  肥田  希美(6)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  22m22  15  山本    彩(6)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  21m95  16  森  菜々美(6)  川南ﾘﾄﾙﾗﾝﾅｰｽﾞ  21m70

 17  木下  泉希(6)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  21m00  18  谷口紗也華(6)  田野陸上  20m96  19  後藤  愛依(6)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  20m69  20  河野  星愛(6)  日南ACｼﾞｭﾆｱ  20m50

 21  村田  彩音(6)  小松台ｱｽﾘｰﾄ  20m06  22  桑水流彩香(6)  小林Jrｱｽﾘｰﾄ  19m04  23  谷口  優衣(6)  本郷ｱｽﾘｰﾄ  17m96  24  矢野  雅美(6)  田野陸上  17m48

 25  鈴木  愛麻(6)  日後谷陸上  17m28  26  西村  楓花(6)  田野陸上  14m00
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 第８回チャレンジアスリート記録会
 期日:2016年9月10日  記録表 (男女・決勝)
 競技会場:KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場
 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
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 ﾁｬﾚﾝｼﾞ男女

 4x100mR

 1  1  特別支援選抜

 外山  愛美
 松田  悠佑
 鈴木  竜寿

 河野  優人(2)

 50"15  2  ﾁｬﾚﾝｼﾞACB

 熊谷    励
 税田  薪平

 山本    輝(2)
 神谷  美織

 56"18
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