
 第41回　宮崎県高等学校陸上競技　一年生大会
 期日:2017年7月17日  男子決勝一覧表
 競技会場:宮崎県総合運動公園陸上競技場
 月日  種目  1位  2位  3位  4位  5位  6位  7位  8位

 7/17
 男子

 100m
 -0.3

 杉村遼太郎(1)

 宮崎北

 11"29  川名  秀星(1)

 延岡商

 11"45  柳田  征彦(1)

 延岡工

 11"49  岡本  健杜(1)

 宮崎工

 11"50  長本  公陽(1)

 宮崎南

 11"69  塩塚小次郎(1)

 日向工

 11"70  清野  優弥(1)

 都城泉ヶ丘

 11"93  古屋  辰樹(1)

 宮崎西

 12"10

 7/17  400m
 林    航大(1)

 宮崎工

 51"74  川越  響気(1)

 宮崎大宮

 51"94  柚木山  拓(1)

 宮崎工

 52"41  宮田  優輔(1)

 延岡

 53"79  山本  光晟(1)

 日南学園

 53"79  岡元  海斗(1)

 宮崎海洋

 54"29  谷川  陽紀(1)

 都城西

 55"77  山本  悠貴(1)

 宮崎南

 56"10

 7/17  800m
 池田  哲也(1)

 宮崎工

 2'03"68  田代  敬之(1)

 日向学院

 2'04"00  田﨑  将憲(1)

 宮崎工

 2'08"08  内田  絢也(1)

 都城工

 2'09"16  南井上慶悟(1)

 宮崎南

 2'09"73  菊池  大和(1)

 宮崎西

 2'10"66  波越  勇輝(1)

 延岡工

 2'13"31  林    亮太(1)

 延岡

 2'19"45

 7/17  3000m
 藤本悠太郎(1)

 宮崎西

 9'27"27  長友  稜馬(1)

 宮崎南

 9'39"30  井手  太陽(1)

 都城西

 9'49"12  中平光志朗(1)

 宮崎南

 9'59"66  横山  秋平(1)

 延岡工

 10'06"37  井上  凌汰(1)

 宮崎西

 10'11"69  佐藤  公稀(1)

 都城工

 10'13"11  増田倫太郎(1)

 日向

 10'18"09

 7/17  110mJH
 -0.6

 岡本  健杜(1)

 宮崎工

 15"51  河野  太成(1)

 宮崎工

 15"94  渡部  洋澄(1)

 延岡

 15"96  開地    蓮(1)

 宮崎海洋

 17"02  井口翔太郎(1)

 延岡

 17"55  服部  大也(1)

 宮崎商

 18"02  堀    幸矢(1)

 都城工

 18"53  山元  郁弥(1)

 高城

 19"90

 7/17  4x100mR

 宮崎工
 長友  公汰(1)
 柚木山  拓(1)
 池田  哲也(1)
 岡本  健杜(1)

 43"72  延岡商
 荒木  佑太(1)
 松岡  蒼摩(1)
 川名  秀星(1)
 生田    航(1)

 45"25  延岡
 渡部  洋澄(1)
 児島  匡紀(1)
 林田  侑起(1)
 宮田  優輔(1)

 45"64  延岡工
 柳田  征彦(1)
 内越  遥己(1)
 中村  雄太(1)
 髙橋  弘樹(1)

 46"03  宮崎西
 古屋  辰樹(1)
 小濵  翔太(1)
 桑畑  俊将(1)
 桑畑  俊彬(1)

 46"21  宮崎南
 山本  悠貴(1)
 長本  公陽(1)
 小嶌  悠太(1)
 竹村  龍生(1)

 46"33  宮崎北
 杉村遼太郎(1)
 坂本慎太郎(1)
 今井    航(1)
 岡村  悠河(1)

 47"21  高城
 柳橋  星那(1)
 福永  大翔(1)
 山元  郁弥(1)
 関之尾侃哉(1)

 47"32

 7/17  走高跳
 亀川    巧(1)

 都城高専

 1m80  松田  壮汰(1)

 宮崎工

 1m75  甲斐  幸祐(1)

 宮崎工

 1m70  佐藤  潤生(1)

 宮崎南

 1m60

 7/17  棒高跳
 中村  光志(1)

 宮崎工

 3m40  吉田  圭吾(1)

 宮崎第一

 3m10  甲斐  幸祐(1)

 宮崎工

 2m90

 7/17  走幅跳
 長本  公陽(1)

 宮崎南

 6m33
 +1.2

 甲斐  一馬(1)

 宮崎工

 6m23
 +1.3

 松本  幸心(1)

 宮崎工

 6m21
 +1.6

 池上  右将(1)

 飯野

 6m00
 +0.7

 柳丸  和輝(1)

 飯野

 5m97
 -1.2

 坂本慎太郎(1)

 宮崎北

 5m71
 -0.2

 萱嶋  優喜(1)

 宮崎日大

 5m68
 +0.6

 川﨑  聖也(1)

 都城商

 5m67
 -0.7

 7/17  砲丸投
 甲斐  雄也(1)

 宮崎工

 12m07  桑畑  俊彬(1)

 宮崎西

 10m78  木下  雅貴(1)

 宮崎第一

 9m87  河野  希隆(1)

 日南振徳

 9m71  押領司航祐(1)

 小林秀峰

 9m52  内田  智基(1)

 宮崎第一

 9m36  川上  侑希(1)

 宮崎大宮

 9m06  假屋  昂樹(1)

 高鍋農

 8m93

 7/17  円盤投
 甲斐  雄也(1)

 宮崎工

 28m38  木下  雅貴(1)

 宮崎第一

 25m06  内田  智基(1)

 宮崎第一

 24m09  押領司航祐(1)

 小林秀峰

 23m41  松井  宥樹(1)

 都城西

 23m10  矢野  碧惟(1)

 宮崎工

 21m00  川上  侑希(1)

 宮崎大宮

 20m94  河野  希隆(1)

 日南振徳

 20m66

 7/17  やり投
 矢野  碧惟(1)

 宮崎工

 42m16  大野  晴貴(1)

 宮崎第一

 35m53  松浦  征那(1)

 日向学院

 34m93  久保田大樹(1)

 都城西

 33m50  假屋  昂樹(1)

 高鍋農

 29m92  藤本  一輝(1)

 延岡商

 29m42  木場    健(1)

 宮崎工

 28m93  入佐  伊吹(1)

 小林秀峰

 23m73
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 第41回　宮崎県高等学校陸上競技　一年生大会
 期日:2017年7月17日  女子決勝一覧表
 競技会場:宮崎県総合運動公園陸上競技場
 月日  種目  1位  2位  3位  4位  5位  6位  7位  8位

 7/17
 女子

 100m
 +0.2

 和田  茉琳(1)

 宮崎商

 12"77  森山  静穂(1)

 宮崎商

 12"81  大澤    遥(1)

 宮崎大宮

 12"85  大山愛優菜(1)

 都城商

 12"91  原田  笑佳(1)

 延岡星雲

 13"25  ﾌｧﾌﾞﾛ 舞美(1)

 宮崎工

 13"35  有田  奈央(1)

 宮崎南

 13"36  田井    涼(1)

 飯野

 13"41

 7/17  400m
 那須  愛生(1)

 宮崎商

 59"98  和田  茉琳(1)

 宮崎商

 1'00"22  鍋島  愛菜(1)

 宮崎南

 1'02"26  吉村  楓野(1)

 延岡

 1'04"77  柳田さつき(1)

 延岡星雲

 1'04"84  有田  奈央(1)

 宮崎南

 1'06"30  岩本  真奈(1)

 宮崎大宮

 1'07"12

 7/17  800m
 黒木  結実(1)

 宮崎工

 2'24"73  牧草  千鞠(1)

 高鍋

 2'25"72  長峯芹理香(1)

 宮崎日大

 2'28"16  園田  麗夢(1)

 都城商

 2'30"31  谷口  夏梨(1)

 宮崎日大

 2'35"57  那須  愛生(1)

 宮崎商

 2'35"58  牧野  心美(1)

 宮崎学園

 2'35"91  吉野真悠子(1)

 佐土原

 2'40"24

 7/17  3000m
 中野  好葉(1)

 宮崎日大

 10'15"71  澤田  奈弥(1)

 宮崎日大

 10'28"12  園田  麗夢(1)

 都城商

 11'37"08  近藤  未佑(1)

 宮崎南

 11'42"05  宮本  寧々(1)

 宮崎南

 11'45"62  木下  瑞希(1)

 都城農

 12'34"86  有川ほのか(1)

 宮崎商

 13'06"43  大久保侑花(1)

 日向

 13'16"83

 7/17  100mYH
 -3.0

 長谷川このみ(1)

 宮崎商

 15"21  藤澤ひなた(1)

 宮崎商

 16"12  新穂  千尋(1)

 都城泉ヶ丘

 16"51  鍋島  愛菜(1)

 宮崎南

 17"17  児玉みなみ(1)

 宮崎西

 17"49  長友  彩華(1)

 都城高専

 18"09  井上  日向(1)

 延岡

 18"10  本島  千愛(1)

 日向学院

 18"92

 7/17  4x100mR

 宮崎商
 松元  莉多(1)
 山岡  桃子(1)
 長谷川このみ(1)
 那須  愛生(1)

 51"12  都城泉ヶ丘
 脇田  紀帆(1)
 新穂  千尋(1)
 平田    望(1)
 北薗  優衣(1)

 53"66  都城商
 中山  美来(1)
 大山愛優菜(1)
 丸田  美里(1)
 井上  瑞貴(1)

 54"00  宮崎農
 梨岡さくら(1)
 川﨑  美心(1)
 盛田  春菜(1)
 吉村  梨那(1)

 55"06  宮崎工
 ﾌｧﾌﾞﾛ 舞美(1)
 黒木  結実(1)
 野間  千夏(1)
 大田  海月(1)

 55"33  延岡
 中武由有嘉(1)
 吉村  楓野(1)
 夏田和香菜(1)
 井上  日向(1)

 55"43  高鍋
 綾部  未菜(1)
 牧草  千鞠(1)
 原田  愛海(1)
 勢井  唯伽(1)

 56"07  延岡星雲
 原田  笑佳(1)
 柳田さつき(1)
 染田  智怜(1)
 甲斐あすみ(1)

 56"14

 7/17  走高跳
 上村  実李(1)

 宮崎商

 1m50  津曲  瑞帆(1)

 宮崎商

 1m40  丸田  美里(1)

 都城商

 1m40  井上  瑞貴(1)

 都城商

 1m40  本島  千愛(1)

 日向学院

 1m35  田中  亜美(1)

 宮崎海洋

 1m25  津田  愛梨(1)

 宮崎大宮

 6位
 1m25

 児玉しおり(1)

 宮崎北

 1m20

 7/17  走幅跳
 ﾌｧﾌﾞﾛ 舞美(1)

 宮崎工

 5m05
 +0.2

 太田  怜那(1)

 延岡商

 4m93
 -0.6

 田井    涼(1)

 飯野

 4m92
 +0.8

 大澤    遥(1)

 宮崎大宮

 4m84
 +1.4

 佐藤あれい(1)

 宮崎日大

 4m80
 +1.2

 中山  美来(1)

 都城商

 4m71
 +1.4

 藤澤ひなた(1)

 宮崎商

 4m59
 -1.0

 吉村  楓野(1)

 延岡

 4m32
 +0.0

 7/17  砲丸投
 野間  千夏(1)

 宮崎工

 9m62  甲斐    涼(1)

 宮崎工

 9m12  津曲  瑞帆(1)

 宮崎商

 8m87  和田あずみ(1)

 都城商

 8m64  平川  真優(1)

 都城高専

 8m30  井土川英玲奈(1)

 宮崎商

 7m93  德井  晴香(1)

 日南振徳

 7m43  和田  沙衿(1)

 延岡商

 7m25

 7/17  円盤投
 甲斐    涼(1)

 宮崎工

 32m31  和田あずみ(1)

 都城商

 24m93  酒匂  華音(1)

 都城西

 21m98  津田  愛梨(1)

 宮崎大宮

 20m44  井上  瑞貴(1)

 都城商

 20m36  平川  真優(1)

 都城高専

 19m62  樫本  晴果(1)

 延岡商

 19m58  和田  沙衿(1)

 延岡商

 17m52

 7/17  やり投
 大田  海月(1)

 宮崎工

 31m78  今屋敷彩乃(1)

 飯野

 29m23  鮫島  朱子(1)

 都城商

 28m00  中山  美来(1)

 都城商

 23m83  野間  千夏(1)

 宮崎工

 23m68  松元  莉多(1)

 宮崎商

 19m76  平野あゆみ(1)

 高鍋農

 17m02  酒匂  華音(1)

 都城西

 13m51
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