
 平成２８年度宮崎市長距離記録会
 期日:2016年8月20日  男子決勝一覧表
 競技会場:宮崎市生目の杜陸上競技場
 月日  種目  1位  2位  3位  4位  5位  6位  7位  8位

 8/20
 共通男子

 1500m
 柳元  星矢(3)

 住吉中

 4'21"70  堀口  隼人

 田野ｱｽﾘｰﾄ

 4'37"60  石黒  良一

 児湯郡陸協

 4'41"50  宮本    翼

 田野ｱｽﾘｰﾄ

 4'43"60  初山    翔(3)

 広瀬中

 4'44"40  山﨑  太一(3)

 宮崎大

 4'45"70  谷口  友亮

 田野ｱｽﾘｰﾄ

 4'56"10  佐藤  潤生(3)

 本郷中

 4'56"30

 8/20  3000m
 米倉  伸一

 宮崎市陸協

 9'09"70  市來  真志(3)

 日章学園高

 9'17"90  上野    輝(3)

 日章学園高

 9'21"80  蒲生  英樹

 北諸県陸協

 9'22"30  西村  国博

 宮崎市陸協

 9'24"30  土持  碧衣(3)

 日章学園高

 9'26"20  堀口  瑠己(3)

 日章学園高

 9'27"20  佐藤  祥大(3)

 日章学園高

 9'28"70

 8/20  5000m
 米倉  伸一

 宮崎市陸協

 16'40"40  岩下  雅彦

 宮崎市陸協

 17'26"20  徳留  英裕

 宮崎県庁

 17'33"60  福田  昌哉(2)

 宮崎大

 17'36"90  佐多    修

 大塚小

 17'45"70  堀之内邦洋

 宮崎市陸協

 17'55"00  浮田  龍二  17'58"20  山﨑  太一(3)

 宮崎大

 20'24"80

 8/20
 小学5年男子

 1500m
 村北  一心(5)

 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ

 5'42"00  長友麻喜斗(5)

 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ

 5'45"00  圖師  颯汰(5)

 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ

 5'51"00  清田  晃大(5)

 宮崎西陸上

 5'54"00  小谷    陸(5)

 高岡陸上

 6'04"00  久保田温己(5)

 木の花陸上

 6'04"00  山本航士郎(5)

 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ

 6'11"00  吉本  悠人(5)

 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ

 6'12"00

 8/20
 小学6年男子

 1500m
 中薗    蒼(6)

 宮崎西陸上

 5'15"17  清水  蒼太(6)

 木の花陸上

 5'19"20  神河  悠真(6)

 宮崎西陸上

 5'26"50  柏木  凌空(6)

 小松台RTC

 5'38"59  岩下  拓海(6)

 久峰陸上

 5'48"14  岩下  海星(6)

 久峰陸上

 6'02"62  横田  大知(6)

 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ

 6'11"14  田島  幹太(6)

 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ

 6'35"69
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 平成２８年度宮崎市長距離記録会
 期日:2016年8月20日  女子決勝一覧表
 競技会場:宮崎市生目の杜陸上競技場
 月日  種目  1位  2位  3位  4位  5位  6位  7位  8位

 8/20
 共通女子

 800m
 村山    絢(2)

 本郷中

 2'33"00  押川  希美(1)

 木花中

 2'46"00  宮村  芽依(2)

 本郷中

 2'48"00  緒方  涼夏(2)

 加納中

 2'49"00  濵砂    萌(2)

 加納中

 2'49"00  黒木  菜緒(2)

 木花中

 2'53"00  新町  優嘉(2)

 加納中

 2'53"00  坂元  嘉奈(1)

 加納中

 2'55"00

 8/20  1500m
 野村  眞央(1)

 高岡中

 5'04"68  福川  侑花(3)

 高岡中

 5'19"80  仁田脇裕香里

 女子社会人ﾁｰﾑ

 5'22"23  浜崎  涼子  5'31"73  佐藤みちよ  5'43"54  川添  郷香(1)

 加納中

 5'47"50  外山    愛(2)

 高岡中

 5'55"81  福永  琴美(3)

 高岡中

 5'58"16

 8/20  3000m
 太田  成美(3)

 住吉中

 10'50"00  姫路  直子

 宮崎市陸協

 12'19"00  森  ハツ子

 宮崎市陸協

 14'31"00  森    仁美

 宮崎市陸協

 16'02"00

 8/20
 小学共通女子

 1000m
 松本  七海(6)

 宮崎西陸上

 3'25"00  宮原  月渚(6)

 宮崎西陸上

 3'28"00  有川乃愛香(6)

 宮崎西陸上

 3'35"00  宮本  紗羽(6)

 宮崎西陸上

 3'36"00  河野  莉乃(6)

 高岡陸上

 3'48"00  原田エミリー(5)

 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ

 3'53"00  松井  和子(6)

 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ

 3'54"00  野崎  綺音(5)

 木の花陸上

 3'58"00
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