
 第20回 都城市夏季陸上競技記録会
 期日:2012年7月29日  記録表 (男子・決勝)
 競技会場:都城運動公園陸上競技場
 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

 7/29  小学男子
 100m

 1  +1.9  1  藤田  拓朗(5)  紙屋陸上  17"6  2  西    優斗(3)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  17"9  3  福間  尋斗(4)  都城ｱｽﾘｰﾄ  18"4  4  蒲生  琢仁(3)  都城ｱｽﾘｰﾄ  19"0

 5  福田  祥吾(4)  都城ｱｽﾘｰﾄ  19"0  6  加藤  昂太(3)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  19"2

 2  +0.5  1  泊    諒哉(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"5  2 上玉利ひろゆき(4)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"7  3  藤原  優哉(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"9  4  増満  智也(4)  都城ｱｽﾘｰﾄ  17"5

 5  吉川  周佑(6)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  17"6  6  松下  雅都(5)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  17"8  7  加藤  俊平(5)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  17"9

 3  +0.0  1  後久  海輝(6)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  15"9  2  川野  太陽(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"0  3  樋口  典亮(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"1  4  竹内  流星(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"2

 5  坂元慎之介(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"5  6  川畑    心(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"8

 4  -1.4  1  上玉利ｼﾞｪﾄｵﾙ(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  15"6  2  丸野  順輝(6)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  15"8  3  水田  大翔(4)  都城ｱｽﾘｰﾄ  15"8  4  中野  洸嘉(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"1

 5  鹿田  泰生(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"2  6  平田  亮斗(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"4

 5  -0.4  1  新濱  雄大(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  13"7  2  河野新之介(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  14"8  3  加藤鴻志郎(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  15"1  4  吉川聡一郎(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  15"2

 5  庭月野  丞(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  15"5  6  蒲生  尚仁(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  15"6

 7/29
 1000m

 1  1  辻    翔一(6)  財部長距離  3'46"8  2  西    優斗(3)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  3'50"5  3  津曲  駿輝(6)  財部長距離  3'58"0  4  吉川  周佑(6)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  4'09"0

 5  石川  永遠(5)  紙屋陸上  4'09"2  6  山口    繕(4)  紙屋陸上  4'22"6  7  園田  純平(5)  紙屋陸上  4'29"5  8  福薗  光男(4)  財部長距離  4'38"0

 9  加藤  昂太(3)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  5'03"4

 2  1  平野  裕樹(5)  紙屋陸上  3'29"4  2  吉川聡一郎(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  3'36"4  3  平田  亮斗(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  3'42"0  4  丸野  順輝(6)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  3'44"2

 5  白川  智也(6)  財部長距離  3'48"8  6  松下  雅都(5)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  3'53"1  7  伊集院直也(5)  財部長距離  3'56"0  8  菊池  大和(5)  紙屋陸上  4'02"1

 9  加藤  俊平(5)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  4'11"4

 7/29

 4x100mR

 1  1  都城ｱｽﾘｰﾄF

 藤原  優哉(6)
 庭月野  丞(6)

 上玉利ひろゆき
 (4)

 1'04"2  2  都城ｱｽﾘｰﾄ

 蒲生  琢仁(3)
 川野  太陽(5)
 竹内  流星(5)
 新濱  雄大(6)

 1'04"2  3  都城ｱｽﾘｰﾄE

 泊    諒哉(6)
 吉川聡一郎(6)
 水田  大翔(4)
 増満  智也(4)

 1'04"7  4  都城ｱｽﾘｰﾄD

 加藤鴻志郎(6)
 川畑    心(5)

 福間  尋斗(4)
 上玉利ｼﾞｪﾄｵﾙ(6)

 1'05"7

 5  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ

 丸野  順輝(6)
 後久  海輝(6)
 吉川  周佑(6)
 加藤  俊平(5)

 1'06"2  6  都城ｱｽﾘｰﾄC

 鹿田  泰生(6)
 坂元慎之介(5)
 福田  祥吾(4)
 蒲生  尚仁(6)

 1'06"7

 7/29  男子
 100m

 1  -1.0  1  福留    航(2)  志和池中  15"1  2  坂下    亮(1)  志和池中  15"3  3  蔵満    匠(1)  志和池中  15"5  4  田之上真一郎(1)  妻ヶ丘中  15"9

 5  伊熊  駿一(2)  姫城中  16"6  6  井上  勝希(2)  志和池中  16"8

 2  -1.6  1  篠原  睦基(1)  志和池中  14"7  2  前田  春輝(2)  小松原中  14"8  3  小坂  海人(1)  祝吉中  14"9  4  藤村  泰太(2)  志和池中  14"9

 5  村岡  蓮音(1)  沖水中  15"0

 3  -1.8  1  佐々木賢人(1)  祝吉中  13"8  2  新盛  俊秋(2)  妻ヶ丘中  13"9  3  持永  拓弥(2)  妻ヶ丘中  13"9  4  巣立健太郎(2)  志和池中  14"3

 5  乙守  桂汰(1)  妻ヶ丘中  14"4

 4  -1.5  1  平松健太郎(1)  祝吉中  13"6  2  坂下  一真(1)  姫城中  13"6  3  橋本  優太(2)  小松原中  13"6  4  木下    駿(2)  姫城中  13"9

 5  長友  政樹(2)  妻ヶ丘中  13"9  6  清水  康我(2)  志和池中  14"3

 5  -1.4  1  守屋  正貴(2)  都城農業高  13"3  2  敦賀谷亮汰(3)  妻ヶ丘中  13"6  3  宮島    蓮(2)  妻ヶ丘中  13"8  4  益滿  亮人(2)  妻ヶ丘中  13"8

 5  川内  聖史(2)  妻ヶ丘中  13"8  6  中村    聖(2)  妻ヶ丘中  14"0

 6  -1.0  1  大村  洋平(2)  都城農業高  12"3  2  石坂  弘樹(1)  都城農業高  12"7  3  横山  凌平(3)  妻ヶ丘中  12"8  4  八木楓之介(2)  妻ヶ丘中  13"0

 1/5



 第20回 都城市夏季陸上競技記録会
 期日:2012年7月29日  記録表 (男子・決勝)
 競技会場:都城運動公園陸上競技場
 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

 7/29  男子
 200m

 1  0.7  1  川畑  友人(2)  妻ヶ丘中  28"2  2  今山  正人(1)  祝吉中  29"0  3  乙守  桂汰(1)  妻ヶ丘中  29"5  4  萬代  海成(2)  志和池中  30"3

 2  0.6  1  矢野  和樹(3)  祝吉中  25"8  2  杉村  雄大(2)  姫城中  27"1  3  敦賀谷亮汰(3)  妻ヶ丘中  27"4  4  前田  晋弥(1)  姫城中  27"6

 5  木下    駿(2)  姫城中  28"1

 7/29
 400m

 1  1  古藤  雅大(3)  祝吉中  55"8  2  杉村  雄大(2)  姫城中  1'00"3  3  川野  智博(2)  妻ヶ丘中  1'02"4  4  有村  優一(2)  姫城中  1'04"6

 5  山田  勇弥(2)  妻ヶ丘中  1'04"8

 7/29
 1500m

 1  1  連城  裕哉(2)  都城農業高  5'02"2  2  川野  智博(2)  妻ヶ丘中  5'09"7  3  大保  雄飛(1)  姫城中  5'14"6  4  内村  勇貴(3)  紙屋中  5'15"2

 5  川畑  友人(2)  妻ヶ丘中  5'16"0  6  立神  颯人(1)  紙屋中  5'17"5  7  中島    翔(1)  姫城中  5'37"2  8  乙守  一哉(1)  都城農業高  5'39"2

 9  川内  瑛士(1)  紙屋中  5'42"2  10  桑畑  智倖(2)  志和池中  5'46"5  11  中別府  翼(2)  志和池中  5'46"9  12  加藤  恭右(1)  都城市陸協  5'47"9

 13  田之上真一郎(1)  妻ヶ丘中  5'59"2  14  中村  裕大(1)  姫城中  5'59"5  15  河野  隼人(1)  姫城中  6'31"4  16  岩満  公暉(1)  祝吉中  7'01"7

 2  1  川添  杏太(3)  紙屋中  4'28"8  2  楠元  健志(3)  紙屋中  4'30"0  3  細山田守斗(3)  祝吉中  4'40"1  4  菊池  勇人(3)  紙屋中  4'41"8

 5  西ノ原早飛(2)  中郷中  4'43"4  6  近藤    海(3)  紙屋中  4'44"6  7  中村    聖(2)  妻ヶ丘中  4'46"4  8  長友  政樹(2)  妻ヶ丘中  4'51"8

 9  玉井  教仁(2)  沖水中  4'53"6  10  瀬川  浩志(2)  中郷中  4'54"3  11  堤    央良(1)  沖水中  4'55"6  12  中原  幸大(1)  沖水中  4'57"2

 13  有村  優一(2)  姫城中  4'59"7  14  下湯  幸樹(2)  紙屋中  5'05"4  15  近藤瀬瑠那(2)  沖水中  5'06"6  16  河野  祥哉(1)  妻ヶ丘中  5'07"0

 7/29
 3000m

 1  1  溝川  大輝(3)  祝吉中  10'12"8  2  蒲生  英樹  都城市陸協  10'30"9  3  河野  祥哉(1)  妻ヶ丘中  10'49"3  4  上久保正巳  都城市陸協  11'06"6

 5  野元  拓夢(2)  都城農業高  11'19"2  6  乙守  一哉(1)  都城農業高  12'30"4

 7/29
 5000m

 1  1  山下  未来  都城自衛隊  15'23"0  2  脇田    進  都城自衛隊  15'23"8  3  石﨑啓一郎  都城自衛隊  15'52"5  4  清    亮太  都城自衛隊  15'56"3

 5  鎌田  広士  都城自衛隊  16'55"6  6  枦    尚平  都城自衛隊  17'04"3  7  岩佐  光朗  都城自衛隊  17'11"1  8  宮下  直弥  都城自衛隊  17'22"7

 9  今別府祐太  都城自衛隊  17'36"6  10  中村  大樹  都城自衛隊  17'48"1  11  樋之口  稜  都城自衛隊  17'50"7  12  二宮    俊(2)  都城農業高  18'14"2

 13  菅原  宏和  都城自衛隊  18'51"4

 7/29

 4x100mR

 1  1  妻ヶ丘中B

 益滿  亮人(2)
 川内  聖史(2)
 新盛  俊秋(2)
 宮島    蓮(2)

 52"8  2  姫城中B

 坂下  一真(1)
 前田  晋弥(1)
 大保  雄飛(1)
 杉村  雄大(2)

 53"2  3  妻ヶ丘中D

 長友  政樹(2)
 中村    聖(2)

 川畑  友人(2)
 川野  智博(2)

 54"5  4  妻ヶ丘中C

 山田  勇弥(2)
 乙守  桂汰(1)
 河野  祥哉(1)
 持永  拓弥(2)

 57"3

 2  1  都城農業高

 連城  裕哉(2)
 石坂  弘樹(1)
 大村  洋平(2)
 守屋  正貴(2)

 49"0  2  妻ヶ丘中

 敦賀谷亮汰(3)
 天神  照仁(2)

 八木楓之介(2)
 横山  凌平(3)

 49"5  3  姫城中

 木下    駿(2)
 有村  優一(2)
 中島    翔(1)

 山﨑  陽貴(1)

 53"8  4  祝吉中

 小坂  海人(1)
 平松健太郎(1)
 今山  正人(1)

 佐々木賢人(1)

 53"8

 5  沖水中

 村岡  蓮音(1)
 玉井  教仁(2)
 堤    央良(1)

 近藤瀬瑠那(2)

 55"3  6  志和池中

 巣立健太郎(2)
 清水  康我(2)
 藤村  泰太(2)
 萬代  海成(2)

 58"4

 7/29  小学男子
 走幅跳

 1  1  新濱  雄大(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  4m20
 -1.6

 2  河野新之介(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  3m63
 -1.5

 7/29  男子
 走高跳

 1  1  山田  勇弥(2)  妻ヶ丘中  1m40  2  持永  拓弥(2)  妻ヶ丘中  1m35

 7/29
 走幅跳

 1  1  竹之下春樹(3)  祝吉中  5m48
 -1.4

 2  横山  凌平(3)  妻ヶ丘中  4m97
 -1.4

 3  八木楓之介(2)  妻ヶ丘中  4m96
 -1.1

 4  橋本  優太(2)  小松原中  4m86
 -1.1

 5  川内  聖史(2)  妻ヶ丘中  4m51
 -0.5

 6  益滿  亮人(2)  妻ヶ丘中  4m47
 -0.9

 7  新盛  俊秋(2)  妻ヶ丘中  4m43
 -1.6

 7/29  中学男子
 砲丸投

 1  1  前田  春輝(2)  小松原中  6m99  2  松岡  佑恭(2)  姫城中  6m78  3  長﨑  智也(2)  志和池中  6m51  4  宮島    蓮(2)  妻ヶ丘中  6m07

 5  谷村  謙仁(2)  姫城中  4m57

 2/5



 第20回 都城市夏季陸上競技記録会
 期日:2012年7月29日  記録表 (男子・決勝)
 競技会場:都城運動公園陸上競技場
 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

 7/29  高校男子
 砲丸投

 1  1  大村  洋平(2)  都城農業高  8m88  2  平井  冴樹(2)  都城農業高  8m73
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 第20回 都城市夏季陸上競技記録会
 期日:2012年7月29日  記録表 (女子・決勝)
 競技会場:都城運動公園陸上競技場
 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

 7/29  小学女子
 100m

 1  0.8  1  大山愛優菜(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  15"9  2  萱嶋  柚葉(3)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"7  3  髙橋  英里(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  17"1  4  生嶋    薫(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  17"3

 5  山下  遥香(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  17"7  6  阿部  希望(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  18"1

 2  0.5  1  武田志衣奈(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"5  2  竹脇    嬉(4)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"8  3  園田  愛春(5)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"9  4  小川  真凜(6)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  17"1

 5  稲田  大華(6)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  17"6  6  斉藤  愛花(6)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  18"9

 3  0.5  1  福田  凪子(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  15"8  2  中元  優梨(6)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  16"1  3  田中千安紀(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"1  4  杉村  知恵(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  16"2

 5  盛田  彩加(6)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  16"5  6  坂元  美宥(6)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  16"9

 4  0.8  1  川路  夕可(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  14"8  2  高橋  音羽(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  15"0  3  伊藤  万紘(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  15"2  4  野崎    光(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  15"3

 5  徳丸  綾音(6)  都城ｱｽﾘｰﾄ  15"4  6  香川  美月(5)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  15"9

 7/29
 800m

 1  1  香川  美月(5)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  3'00"3  2  坂元  美宥(6)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  3'02"1  3  盛田  彩加(6)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  3'02"9  4  中元  優梨(6)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  3'08"9

 5  稲田  大華(6)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  3'13"4  6  小川  真凜(6)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  3'13"8  7  川添  風花(5)  紙屋陸上  3'17"6  8  斉藤  愛花(6)  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  3'27"0

 7/29

 4x100mR

 1  1  都城ｱｽﾘｰﾄ

 福田  凪子(6)
 竹脇    嬉(4)

 川路  夕可(6)
 大山愛優菜(5)

 1'03"0  2  都城ｱｽﾘｰﾄD

 髙橋  英里(6)
 徳丸  綾音(6)
 山下  遥香(5)
 伊藤  万紘(6)

 1'04"9  3  都城ｱｽﾘｰﾄB

 生嶋    薫(6)
 武田志衣奈(5)
 田中千安紀(6)

 野崎    光(6)

 1'05"2  4  中郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ

 香川  美月(5)
 中元  優梨(6)
 坂元  美宥(6)
 盛田  彩加(6)

 1'05"5

 5  都城ｱｽﾘｰﾄC

 園田  愛春(5)
 杉村  知恵(6)
 阿部  希望(5)
 高橋  音羽(6)

 1'07"3

 7/29  女子
 100m

 1  -1.9  1  亀澤  真理(1)  小松原中  15"3  2  稲丸  真子(1)  小松原中  15"4  3  香川  七海(1)  中郷中  16"3  4  長友  優花(1)  志和池中  16"4

 5  立山    薫(1)  祝吉中  17"6

 2  -1.1  1  久保田夏貴(1)  志和池中  16"1  2  川原  莉子(1)  妻ヶ丘中  16"2  3  上池向日葵(1)  妻ヶ丘中  16"5  4  大曲  陽菜(1)  妻ヶ丘中  16"6

 5  倉満  良美(1)  志和池中  16"9

 3  -1.5  1  西    飛香(2)  小松原中  15"4  2  田中    愛(1)  祝吉中  15"6  3  髙木  吹姫(2)  姫城中  15"7  4  竹下可七子(1)  祝吉中  16"0

 5  西國原未帆(2)  都城農業高  16"5  6  梶本いるる(2)  妻ヶ丘中  16"9

 4  -2.0  1  主税  礼菜(1)  祝吉中  15"4  2  園田  優希(1)  妻ヶ丘中  15"5  3  原田  美空(1)  中郷中  15"5  4  上野    栞(1)  祝吉中  15"9

 5  藤森  麻衣(1)  祝吉中  16"0

 5  -0  1  上村  美有(2)  妻ヶ丘中  15"2  2  中村  海友(2)  中郷中  15"3  3  山元  萌子(1)  志和池中  15"4  4  大村美由李(2)  都城農業高  15"4

 6  -1.6  1  河野菜々子(2)  妻ヶ丘中  14"7  2  田中  千絵(2)  妻ヶ丘中  15"0  3  迫田明香里(1)  妻ヶ丘中  15"0  4  吉行  世和(2)  志和池中  15"5

 5  宇宿  恵菜(1)  小松原中  15"7

 7  -0.7  1  吉田    鈴(1)  妻ヶ丘中  14"6  2  村田  瑛穂(3)  祝吉中  14"8  3  奥    琴音(2)  妻ヶ丘中  14"9  4  木島  聖彩(2)  妻ヶ丘中  15"0

 8  -0.6  1  小川愛梨沙(3)  妻ヶ丘中  13"2  2  山内  沙也(3)  妻ヶ丘中  14"0  3  豊広  美知(2)  祝吉中  14"4  4  野村怜央奈(3)  祝吉中  14"5

 5  新地  慶香(2)  志和池中  15"3

 7/29
 200m

 1  1.0  1  吉田    鈴(1)  妻ヶ丘中  30"0  2  木島  聖彩(2)  妻ヶ丘中  30"7  3  田中  千絵(2)  妻ヶ丘中  31"3  4  迫田明香里(1)  妻ヶ丘中  31"9

 5  園田  優希(1)  妻ヶ丘中  33"2  6  川原  莉子(1)  妻ヶ丘中  33"6

 2  0.6  1  岩松  千穂(3)  妻ヶ丘中  29"2  2  原田  絢菜(2)  祝吉中  29"7  3  奥    琴音(2)  妻ヶ丘中  30"8

 4/5



 第20回 都城市夏季陸上競技記録会
 期日:2012年7月29日  記録表 (女子・決勝)
 競技会場:都城運動公園陸上競技場
 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

 7/29  女子
 800m

 1  1  美里    唯(1)  聖ﾄﾞﾐﾆｺ高  2'51"9  2  上村  美有(2)  妻ヶ丘中  2'53"9  3  大橋雅奈美(1)  小松原中  2'59"7  4  上池向日葵(1)  妻ヶ丘中  3'03"6

 5  大曲  陽菜(1)  妻ヶ丘中  3'04"1  6  豊田  未来(1)  小松原中  3'09"7

 2  1  亀川  華奈(2)  中郷中  2'44"6  2  香川  七海(1)  中郷中  2'47"8  3  谷口  杏南(2)  姫城中  2'49"2  4  内村  有沙(1)  紙屋中  2'52"3

 5  岸田  優美(1)  紙屋中  2'52"6  6  楠元  瑞希(1)  紙屋中  2'54"1  7  吉原  美輝(2)  志和池中  2'58"6  8  鈴木美南海(2)  妻ヶ丘中  3'04"4

 3  1  岩松  千穂(3)  妻ヶ丘中  2'30"9  2  今村ありさ(2)  姫城中  2'31"1  3  石川  綾乃(2)  中郷中  2'37"8  4  戸髙美沙都(2)  祝吉中  2'39"3

 5  河野菜々子(2)  妻ヶ丘中  2'41"5  6  園田  桃子(1)  紙屋中  2'49"7  7  川内  有紗(3)  紙屋中  3'01"0

 7/29
 1500m

 1  1  梯    夏子(2)  宮崎日大高  5'04"9  2  柏原  花南(1)  宮崎日大高  5'09"2  3  木村  桃子(1)  宮崎日大高  5'26"5  4  稲田  和代(3)  中郷中  5'31"3

 5  伊地知美乃(1)  祝吉中  5'35"9  6  園田  桃子(1)  紙屋中  5'36"3  7  楠元  瑞希(1)  紙屋中  5'36"7  8  石川  侑希(2)  紙屋中  5'38"1

 9  川内  有紗(3)  紙屋中  5'44"2  10  内村  有沙(1)  紙屋中  5'46"2  11  遠矢  晴菜(2)  小松原中  5'46"5  12  岸田  優美(1)  紙屋中  5'48"7

 13  谷口  杏南(2)  姫城中  5'51"6  14  永井  里奈(1)  紙屋中  5'55"0  15  浦浪  結月(2)  姫城中  5'57"4  16  田代麻由子(2)  姫城中  6'04"3

 17  皆越  春那(3)  紙屋中  6'09"6

 7/29
 3000m

 1  1  林田  玲奈(2)  宮崎日大高  9'58"0  2  鬼塚  彩花(1)  宮崎日大高  9'59"3  3  亀安  愛菜(3)  宮崎日大高  10'26"1  4  秋廣    岬(3)  宮崎日大高  10'36"3

 5  吉村葵夢弥(1)  宮崎日大高  10'45"6  6  黒木  里夏(2)  宮崎日大高  10'49"5  7  山元  史穂(1)  聖ﾄﾞﾐﾆｺ高  13'01"6

 7/29

 4x100mR

 1  1  妻ヶ丘中B

 田中  千絵(2)
 吉田    鈴(1)

 木島  聖彩(2)
 奥    琴音(2)

 58"1  2  妻ヶ丘中C

 上村  美有(2)
 鈴木美南海(2)
 迫田明香里(1)
 河野菜々子(2)

 59"2  3  祝吉中B

 野村怜央奈(3)
 上野    栞(1)

 藤森  麻衣(1)
 田中    愛(1)

 59"7  4  小松原中B

 稲丸  真子(1)
 児玉  美優(1)

 大橋雅奈美(1)
 亀澤  真理(1)

 1'00"8

 5  妻ヶ丘中D

 園田  優希(1)
 川原  莉子(1)
 大曲  陽菜(1)
 梶本いるる(2)

 1'04"3

 2  1  妻ヶ丘中

 山内  沙也(3)
 岩松  千穂(3)
 郡田  華奈(2)

 小川愛梨沙(3)

 54"5  2  祝吉中

 竹下可七子(1)
 原田  絢菜(2)
 主税  礼菜(1)
 豊広  美知(2)

 57"2  3  姫城中

 岩下  菜々(2)
 髙木  吹姫(2)
 浦浪  結月(2)
 今村ありさ(2)

 59"4  4  小松原中

 西    飛香(2)
 宇宿  恵菜(1)
 遠矢  晴菜(2)
 村田  智美(2)

 1'01"0

 7/29
 走高跳

 1  1  村田  智美(2)  小松原中  1m35  2  大橋雅奈美(1)  小松原中  1m10

 7/29
 走幅跳

 1  1  小川愛梨沙(3)  妻ヶ丘中  4m76
 -0.1

 2  松山  美琴(3)  祝吉中  4m16
 +2.2

 3  岩下  菜々(2)  姫城中  3m87
 +1.6

 4  西    飛香(2)  小松原中  3m86
 +1.1

 5  米澤  実花(2)  志和池中  3m81
 +0.6

 6  西國原未帆(2)  都城農業高  3m56
 -1.5

 7  松浦  玲菜(3)  祝吉中  3m56
 -0.4

 8  児玉  美優(1)  小松原中  3m37
 +0.7

 9  鈴木美南海(2)  妻ヶ丘中  3m34
 +0.2

 10  稲丸  真子(1)  小松原中  2m98
 +0.6

 11  宇宿  恵菜(1)  小松原中  2m94
 +0.0

 12  亀澤  真理(1)  小松原中  2m93
 -0.6

 13  冨田  有子(2)  小松原中  2m79
 -0.9

 14  豊田  未来(1)  小松原中  2m78
 +0.0

 7/29  中学女子
 砲丸投

 1  1  丸山  詩織(2)  志和池中  6m57  2  梶本いるる(2)  妻ヶ丘中  5m78

 7/29  高校・一般女子
 砲丸投

 1  1  大村美由李(2)  都城農業高  5m60
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