
種目 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
1年女子
100m

長谷川このみ(1) 13.31 川﨑  美心(1) 13.65 矢野  香琳(1) 13.81 神田あやの(1) 13.81 松元  莉多(1) 13.85 吉村  梨那(1) 14.14 大澤    遥(1) 14.37 岩﨑  彩乃(1) 14.51 黒木理紗子(1) 14.31 松尾  千裕(1) 14.56

大宮 木脇 本郷 宮崎西 宮崎東 檍 大宮 大塚 宮崎西 大塚
1年女子
200m

山岡  桃子(1) 26.30 和田  茉琳(1) 27.41 鍋島  愛菜(1) 28.26 迫田凜々香(1) 28.32 木下  香乃(1) 28.48 有田  奈央(1) 28.49 神田  梨紗(1) 28.82 岡本  真歩(1) 29.83 温水  美宙(1) 29.80 盛田  帆夏(1) 30.73

大淀 宮崎 本郷 大塚 綾 本郷 大塚 宮大附属 宮大附属 木脇
1年女子
800m

太田  成美(1) 2:27.52 牧野  心美(1) 2:31.27 有川ほのか(1) 2:32.32 湯川  来帆(1) 2:35.92 黒木  結実(1) 2:37.74 小川  真依(1) 2:41.60 谷口  夏梨(1) 2:41.87 今里  春菜(1) 2:42.95 坂本  結菜(1) 2:44.23 近藤  未佑(1) 2:46.25

住吉 大淀 生目台 加納 大淀 東大宮 生目 広瀬 大淀 檍
1年女子
80mH

齊藤  成希(1) 13.57 岡﨑  瑞季(1) 14.22 岩下  美優(1) 14.66 藤澤ひなた(1) 14.92 野間  千夏(1) 15.74 本島  千愛(1) 16.14 大野  雅姫(1) 16.79 津田  愛梨(1) 16.92 児玉みなみ(1) 18.32 飯田木乃美(1) 18.94

大淀 宮崎西 東大宮 生目台 大淀 宮大附属 木花 宮大附属 赤江 檍
2年女子
100m

乙守  紋佳(2) 12.71 平原理奈子(2) 13.14 長友  真紀(2) 13.73 堀川  未結(2) 13.82 小松  彩花(2) 13.85 森川  眞有(2) 14.08 軸丸    凜(2) 14.34 三浦  杏莉(2) 14.36 鬼束  華月(2) 14.38 図師由梨亜(2) 14.57

住吉 生目 大塚 檍 大塚 宮崎 加納 生目南 本郷 高岡
2年女子
200m

福元  日和(2) 25.81 石田    愛(2) 26.36 久保  香帆(2) 26.68 山田  実侑(2) 26.93 永友  里安(2) 27.27 田上  実咲(2) 28.06 笠原  瑠美(2) 28.27 武智  菜乃(2) 28.77 田浦  瑞穂(2) 29.05 伊東  優菜(2) 29.75

大淀 本郷 生目南 檍 住吉 大塚 宮大附属 久峰 宮崎東 加納
2年女子
800m

黒葛原怜来(2) 2:28.93 佐藤  由奈(2) 2:31.06 霜島  未有(2) 2:32.44 大谷  歩実(2) 2:33.27 黒田  桜希(2) 2:34.40 岩﨑  華蓮(2) 2:38.64 渡辺    蘭(2) 2:39.54 桑畑麻友子(2) 2:40.33 小薗  美優(2) 2:41.05 平井  響季(2) 2:41.66

大宮 日向学院 生目南 大淀 生目 加納 本庄 生目南 大淀 赤江
2年女子
100mH

野邊  紗矢(2) 15.56 岡本  光生(2) 15.85 内山  愛麗(2) 17.24 末吉  萌衣(2) 17.49 古川  采加(2) 17.77 吉井  芽衣(2) 17.94 入佐    凌(2) 17.96 日高  亜美(2) 17.97 大西  優里(2) 19.26 瀬尾  唯佳(2) 19.59

大宮 宮大附属 宮崎西 大塚 大塚 檍 加納 生目 赤江 木脇
共通女子
1500m

白坂  瑞稀(2) 5:03.00 鬼塚  千尋(2) 5:06.21 黒木  理彩(2) 5:24.89 松永  桃果(1) 5:27.67 川瀬  優美(2) 5:30.93 粟谷  道子(1) 5:34.49 谷口  純香(2) 5:35.02 横田    椿(2) 5:35.25 金丸  桜子(2) 5:41.44 吉井  彩夏(2) 6:01.89

生目台 本郷 大淀 宮崎西 久峰 東大宮 加納 久峰 本郷 東大宮
共通女子
4x100mR

大淀 50.94 住吉 51.82 宮大附属 52.80 本郷 52.96 檍 53.42 大塚 53.60 生目南 53.60 大宮 53.71 加納 54.48 宮崎 54.77

共通女子
走高跳

岩重  円香(2) 1m38 鳥居  芽衣(2) 1m38 串間  美希(2) 1m30 富山  琴羽(2) 1m30 野﨑  彩乃(2) 1m30 甲斐  海羽(2) 1m25 喜多ちひろ(1) 1m20 日髙  実咲(2) 1m10

加納 住吉 大淀 本郷 加納 赤江 赤江東 宮崎第一
共通女子
走幅跳

黒木奈津美(2) 4m87 福吉  莉子(2) 4m81 美島  優希(2) 4m77 長鶴    美(2) 4m67 佐々木泰子(2) 4m60 佐藤あれい(1) 4m57 村山  理子(2) 4m53 増村知也香(2) 4m22 日高  璃子(2) 4m22 平田  詩織(2) 4m17

大淀 宮大附属 加納 生目台 宮崎西 木花 本郷 本郷 本郷 加納
共通女子
砲丸投

廣谷  爽来(2) 9m37 美坂  優歌(2) 9m33 宮越  由依(1) 8m56 松比良莉乃(2) 8m50 眞方  舞子(2) 8m03 清山  友里(2) 7m92 河野  珠李(2) 7m47 宇治橋美妃(2) 7m28 東田  典子(1) 6m72 梨岡さくら(1) 6m59

赤江 生目台 大宮 加納 大淀 檍 生目 加納 大淀 宮崎東

※県大会申込の『地区予選記録』欄は、必ず上記の記録で記入してください。

※リレーメンバーの変更は、監督会でお願いしたとおり、担当者まで必ずFAXでお知らせ下さい。

宮崎県中学校秋季体育大会　陸上競技の部出場者（女子）


