
 第42回　宮崎県高等学校陸上競技　一年生大会
 期日:2018年7月14日  男子決勝一覧表
 競技会場:宮崎県総合運動公園　第3競技場
 月日  種目  1位  2位  3位  4位  5位  6位  7位  8位

 7/14
 男子

 100m
 +0.7

 池下  航和(1)

 宮崎工

 11"05  原田    友(1)

 宮崎西

 11"22  椿  竜太郎(1)

 延岡工

 11"49  水溜  修麻(1)

 宮崎工

 11"57  黒岩  尊斗(1)

 宮崎西

 11"67  永友慶太郎(1)

 宮崎学園

 11"68  久永  健太(1)

 宮崎大宮

 11"72  二見  皇輝(1)

 都城泉ヶ丘

 11"77

 7/14  400m
 岩永  俊介(1)

 宮崎大宮

 50"85  甲斐翔太郎(1)

 延岡工

 51"18  西浦  亮成(1)

 五ヶ瀬

 52"03  齋藤    響(1)

 宮崎工

 52"23  西本  祐翔(1)

 宮崎南

 52"40  谷口  海渡(1)

 宮崎南

 53"34  二村  圭哉(1)

 日南学園

 54"14  宮﨑  啓徳(1)

 福島

 54"34

 7/14  800m
 濱田  兼輔(1)

 宮崎工

 1'59"98  水田  大翔(1)

 都城工

 2'03"92  平川    塁(1)

 都城高専

 2'07"58  古小路真実(1)

 宮崎日大

 2'07"63  児玉  佳汰(1)

 延岡工

 2'08"42  山田  翔大(1)

 日南

 2'09"80  清水  奏生(1)

 都城工

 2'10"37  萩原  聖斗(1)

 鵬翔

 2'21"17

 7/14  3000m
 川越  藍斗(1)

 宮崎西

 9'43"11  難波江  仁(1)

 妻

 9'47"05  松田  佳樹(1)

 都城高専

 9'47"46  末永  晃大(1)

 宮崎南

 9'47"50  水島  寿希(1)

 宮崎西

 9'50"92  栫    香静(1)

 都城泉ヶ丘

 9'53"40  長倉  大祐(1)

 都城泉ヶ丘

 9'53"63  橋本  涼平(1)

 延岡商

 9'55"33

 7/14  110mJH
 -1.7

 藤島  慶人(1)

 宮崎西

 15"15  村田    健(1)

 宮崎工

 16"38  久永  健太(1)

 宮崎大宮

 16"39  塚本  拓磨(1)

 小林秀峰

 16"54  斉藤  魁竜(1)

 延岡工

 19"37

 7/14  4x100mR

 宮崎工
 齋藤    響(1)
 水溜  修麻(1)
 村田    健(1)
 池下  航和(1)

 43"27  延岡工
 甲斐翔太郎(1)
 深田  紘夢(1)
 戸髙  稀平(1)
 椿  竜太郎(1)

 44"50  宮崎南
 坂元    凌(1)
 髙見翔太郎(1)
 谷口  海渡(1)
 西本  祐翔(1)

 45"46  日南学園
 眞那田  拓(1)
 高橋  月翔(1)
 宮浦  晃綺(1)
 二村  圭哉(1)

 46"05  宮崎大宮
 久永  健太(1)
 山口  太陽(1)
 川野  雅人(1)
 永友  策大(1)

 46"60  都城泉ヶ丘
 堀ノ内駿登(1)
 二見  皇輝(1)
 杉木  奏人(1)
 重田侑紀広(1)

 46"79  佐土原
 高橋  知也(1)
 田中    空(1)
 髙山    輝(1)
 本田    塁(1)

 49"08  宮崎西
 藤島  慶人(1)
 黒岩  尊斗(1)
 黒岩  大悟(1)
 原田    友(1)

 49"34

 7/14  走高跳
 鳥尾  隆登(1)

 小林秀峰

 1m78  小園  想楽(1)

 宮崎第一

 1m70  原田    海(1)

 都城農

 1m60  久木山  響(1)

 宮崎西

 1m60  宮浦  晃綺(1)

 日南学園

 1m60  川野  雅人(1)

 宮崎大宮

 1m55  戸高    蒼(1)

 宮崎大宮

 1m50  松浪  星海(1)

 五ヶ瀬

 7位
 1m50

 中山    凌(1)

 延岡工

 7位
 1m50

 7/14  棒高跳
 野田  雄介(1)

 宮崎第一

 3m40  楠本  凱陸(1)

 小林

 3m30  前田  航征(1)

 宮崎西

 3m00  小園  想楽(1)

 宮崎第一

 2m70

 7/14  走幅跳
 吉村  颯馬(1)

 宮崎北

 6m42
 +2.3

 髙見翔太郎(1)

 宮崎南

 6m22
 +1.4

 永友  勝也(1)

 宮崎工

 6m19
 +1.5

 深田  紘夢(1)

 延岡工

 5m97
 -0.3

 山口  太陽(1)

 宮崎大宮

 5m94
 +0.4

 横山    諒(1)

 小林秀峰

 5m91
 +0.9

 戸髙  稀平(1)

 延岡工

 5m80
 +0.7

 坂元    凌(1)

 宮崎南

 5m71
 +1.7

 7/14  砲丸投
 池田  恭我(1)

 宮崎西

 12m20  宮浦  晃綺(1)

 日南学園

 10m89  高橋  月翔(1)

 日南学園

 10m79  杉田  興樹(1)

 宮崎工

 10m63  安在  健塁(1)

 宮崎工

 10m06  石隈  丈正(1)

 小林秀峰

 8m93  兒嶋    心(1)

 妻

 8m19  北村  泰志(1)

 宮崎南

 7m88

 7/14  円盤投
 黒木  崚雅(1)

 宮崎南

 26m46  濵本    陸(1)

 都城商

 25m69  椎葉  大地(1)

 日向

 24m61  坂口  翔英(1)

 高城

 23m17  後藤    典(1)

 宮崎農

 22m08  兒嶋    心(1)

 妻

 21m11  迫    天慶(1)

 小林秀峰

 20m13  高橋  月翔(1)

 日南学園

 19m20

 7/14  ﾊﾝﾏｰ投
 杉田  興樹(1)

 宮崎工

 28m16  安在  健塁(1)

 宮崎工

 23m30  椎葉  大地(1)

 日向

 16m23  南    真矢(1)

 都城農

 15m12

 7/14  やり投
 椎葉  要喜(1)

 延岡

 43m26  永友  策大(1)

 宮崎大宮

 42m00  濵本    陸(1)

 都城商

 40m92  冨永  幹太(1)

 宮崎工

 38m03  長井  優翔(1)

 宮崎農

 37m88  冨永  新大(1)

 高鍋

 36m54  中西  航介(1)

 宮崎第一

 34m41  玉置心一朗(1)

 宮崎第一

 30m98

 総合得点  宮崎工  52点  宮崎西  34点  宮崎南  21点  延岡工  21点  宮崎大宮  20点  宮崎第一  14点

 (ﾄﾗｯｸ)  宮崎工  29点  宮崎西  21点  延岡工  18点  宮崎大宮  12点  宮崎南  10点  都城高専  8点

 (ﾌｨｰﾙﾄﾞ)  宮崎工  23点  宮崎第一  14点  宮崎西  13点  宮崎南  11点  日南学園  11点  都城商  9点
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 第42回　宮崎県高等学校陸上競技　一年生大会
 期日:2018年7月14日  女子決勝一覧表
 競技会場:宮崎県総合運動公園　第3競技場
 月日  種目  1位  2位  3位  4位  5位  6位  7位  8位

 7/14
 女子

 100m
 +0.5

 上村    怜(1)

 宮崎商

 12"60  上村  恵梨(1)

 延岡

 12"69  中村  真実(1)

 宮崎商

 12"81  弓削  千夏(1)

 宮崎南

 13"29  夏田みなみ(1)

 延岡

 13"29  小田原ひなの(1)

 宮崎学園

 13"32  谷川  鈴奈(1)

 宮崎学園

 13"37  黒木  鈴香(1)

 高鍋

 13"40

 7/14  400m
 上村    怜(1)

 宮崎商

 1'00"82  小田原ひなの(1)

 宮崎学園

 1'03"80  藤本  佳那(1)

 延岡商

 1'04"40  平田  真愛(1)

 延岡

 1'04"62  外山    愛(1)

 宮崎学園

 1'05"18  有馬  愛華(1)

 宮崎大宮

 1'05"28  森田  千尋(1)

 延岡商

 1'05"62  弓削  千夏(1)

 宮崎南

 1'05"79

 7/14  800m
 末山  優珠(1)

 小林

 2'23"12  中村  真子(1)

 小林

 2'25"28  久保田  楓(1)

 都城商

 2'26"75  東    七海(1)

 都城商

 2'29"55  日髙梨花子(1)

 宮崎日大

 2'31"47  長峯  彩葉(1)

 都城泉ヶ丘

 2'31"93  田村  杏奈(1)

 宮崎南

 2'40"84  甲斐菜津美(1)

 延岡

 2'53"62

 7/14  3000m
 大坪  沙代(1)

 小林

 10'34"80  小野  愛莉(1)

 宮崎日大

 10'48"83  久保田  楓(1)

 都城商

 11'44"68  山口  舞花(1)

 宮崎学園

 12'22"21  田村  杏奈(1)

 宮崎南

 12'23"68  高山菜々子(1)

 宮崎南

 12'48"05  和田  樹香(1)

 延岡工

 13'29"94

 7/14  100mYH
 +0.1

 中村  真実(1)

 宮崎商

 14"88  永松  姫奈(1)

 宮崎商

 15"77  藤本  佳那(1)

 延岡商

 15"99  景山  涼音(1)

 宮崎学園

 16"96  栗木  香帆(1)

 高鍋

 17"17  加藤    凜(1)

 宮崎西

 17"19  中村  彩夏(1)

 聖ﾄﾞﾐﾆｺ

 17"44  小嶌  りこ(1)

 宮崎南

 18"90

 7/14  4x100mR

 宮崎学園
 外山    愛(1)
 小田原ひなの(1)
 景山  涼音(1)
 谷川  鈴奈(1)

 52"73  宮崎南
 富満  七虹(1)
 弓削  千夏(1)
 田渕  智恵(1)
 濵砂    萌(1)

 52"84  延岡商
 甲斐智菜美(1)
 森田  千尋(1)
 藤本  佳那(1)
 貫    文音(1)

 53"75  都城商
 谷口日和子(1)
 竹迫  瑠衣(1)
 東    七海(1)
 久保田  楓(1)

 55"98  宮崎北
 鬼塚  咲良(1)
 久保田優香(1)
 田村  梨桜(1)
 浜崎  若菜(1)

 56"89  都城西
 堂領  彩乃(1)
 後藤  花奈(1)
 山口  幸恵(1)
 廣田  杏奈(1)

 58"22  聖ﾄﾞﾐﾆｺ
 中村  彩夏(1)
 小坂  菜々(1)
 鈴木  海晴(1)
 新原ほのか(1)

 58"52  宮崎第一
 末廣  優衣(1)
 日髙  涼佳(1)
 藤本  桃歌(1)
 村山    絢(1)

 59"79

 7/14  走高跳
 井    音羽(1)

 都城高専

 1m51  宮田    希(1)

 宮崎頴学館

 1m40  宮尾  咲蘭(1)

 都城高専

 1m40  上野  美音(1)

 宮崎大宮

 1m40  鈴木  海晴(1)

 聖ﾄﾞﾐﾆｺ

 1m25  金丸  理子(1)

 延岡

 1m25  外山  真央(1)

 日南

 1m20  谷口日和子(1)

 都城商

 1m20

 7/14  棒高跳
 日髙  涼佳(1)

 宮崎第一

 2m40  甲斐智菜美(1)

 延岡商

 1m90

 7/14  走幅跳
 濵砂    萌(1)

 宮崎南

 4m89
 +0.0

 鬼塚  咲良(1)

 宮崎北

 4m74
 +0.5

 景山  涼音(1)

 宮崎学園

 4m57
 +0.1

 永松  姫奈(1)

 宮崎商

 4m51
 +0.2

 佐藤  琴星(1)

 延岡

 4m46
 +1.3

 中倉  夢翔(1)

 日南

 4m36
 +0.1

 河野  歩実(1)

 日向

 4m25
 +1.1

 谷口日和子(1)

 都城商

 4m15
 +1.6

 7/14  砲丸投
 中山  華子(1)

 宮崎工

 11m15  古川  開理(1)

 宮崎工

 9m56  川邊  生唯(1)

 宮崎北

 8m31  杉原  春渚(1)

 宮崎西

 4m97

 7/14  円盤投
 中山  華子(1)

 宮崎工

 24m41  鈴木  朱里(1)

 宮崎工

 16m25  廣田  杏奈(1)

 都城西

 13m54

 7/14  ﾊﾝﾏｰ投
 古川  開理(1)

 宮崎工

 33m26  桂木虹貴乃(1)

 都城農

 15m22  藤本  桃歌(1)

 宮崎第一

 13m64  長崎  涼花(1)

 都城農

 11m60

 7/14  やり投
 鈴木  朱里(1)

 宮崎工

 31m58  川邊  生唯(1)

 宮崎北

 31m27  堂領  彩乃(1)

 都城西

 22m61  押領司真奈(1)

 さくら聴覚

 21m33  桂木虹貴乃(1)

 都城農

 20m00  廣田  杏奈(1)

 都城西

 18m78  西川    凛(1)

 都城農

 18m31

 総合得点  宮崎工  34点  宮崎商  30点  宮崎学園  24点  小林  17点  宮崎南  17点  延岡商  17点

 (ﾄﾗｯｸ)  宮崎商  27点  宮崎学園  20点  小林  17点  都城商  14点  延岡商  12点  宮崎南  11点

 (ﾌｨｰﾙﾄﾞ)  宮崎工  34点  宮崎北  14点  都城高専  10点  宮崎第一   3位10点  都城農  10点  都城西  9点
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