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2021/06/05～2021/06/06

会場  宮崎ひなた宮崎県総合運動公園 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
吉野　伶望  高2 坂上きらり  高1 取附　心愛  高1 坂本　怜那  高3 日高　夏希  高3 井久保李果  高3 岩崎　　泉  高3 門脇　美聖  高3

宮崎商業 宮崎日大 宮崎日大 日向 宮崎南 宮崎学園 宮崎西 宮崎商業

27.76 29.05 29.20 29.28 29.31 30.63 30.79 31.63

吉野　伶望  高2 日高　夏希  高3 坂本　怜那  高3 坂上きらり  高1 取附　心愛  高1 永仮紗也夏  高1 井久保李果  高3 岩崎　　泉  高3

宮崎商業 宮崎南 日向 宮崎日大 宮崎日大 宮崎農業 宮崎学園 宮崎西

1:00.92 1:03.14 1:03.62 1:03.98 1:04.59 1:05.97 1:07.14 1:09.09

串間　未来  高2 日髙　みく  高2 永仮紗也夏  高1 児玉　夏芽  高1 植田　旬美  高1 坂上　愛海  高2 落合　璃子  高3 入部　円香  高3

宮崎商業 宮崎農業 宮崎農業 延岡商業 都城高専 宮崎日大 都城工業 宮崎北

2:21.04 2:22.74 2:24.05 2:24.23 2:32.96 2:33.69 2:37.62 2:38.36

串間　未来  高2 日髙　みく  高2 黒木ひかり  高2 児玉　夏芽  高1 三枝　千博  高2 坂上　愛海  高2 飯星　　陽  高3 落合　璃子  高3

宮崎商業 宮崎農業 宮崎農業 延岡商業 都城泉ヶ丘 宮崎日大 鵬翔 都城工業

4:54.67 4:57.73 5:06.08 5:13.35 5:18.49 5:21.97 5:26.14 5:35.41

黒木ひかり  高2 三枝　千博  高2 田中　千景  高2 黒木　陽菜  高2

宮崎農業 都城泉ヶ丘 延岡工業 妻

10:30.03 10:42.40 12:12.05 14:16.24

児玉　沙穂  高3 田中　春香  高1 染矢　楓華  高2 尾﨑　彩花  高3 林田ひなの  高2 大岡　野乃  高2 児玉　　淑  高3

宮崎日大 宮崎日大 延岡 都城高専 宮崎北 宮崎西 宮崎海洋

1:05.86 1:15.20 1:16.04 1:16.15 1:20.92 1:27.40 1:33.06

児玉　沙穂  高3 田中　春香  高1 染矢　楓華  高2 林田ひなの  高2 大岡　野乃  高2

宮崎日大 宮崎日大 延岡 宮崎北 宮崎西

2:21.25 2:43.55 2:49.37 3:02.12 3:06.48

大会新

金子　万葉  高3 長友　萌生  高1 緒方　里菜  高3 藤本　煌理  高1 本田　彩葉  高1 古川みなみ  高1 藤井　美有  高2

宮崎西 宮崎大宮 妻 宮崎大宮 高鍋 宮崎南 高鍋

1:20.89 1:23.92 1:26.48 1:33.83 1:40.99 1:41.76 2:03.81

金子　万葉  高3 長友　萌生  高1 緒方　里菜  高3 藤本　煌理  高1

宮崎西 宮崎大宮 妻 宮崎大宮

2:57.81 2:57.83 3:14.96 3:16.76

高橋ハナコ  高2 原田　　咲  高1 日髙　栄里  高2 甲斐　翔子  高1 山倉　萌加  高3 後藤　彩希  高1 山﨑　愛花  高2

宮崎日大 宮崎大宮 宮崎西 鵬翔 宮崎南 妻 都城農業

1:01.89 1:14.68 1:17.41 1:18.26 1:21.41 1:29.87 1:39.33

大会新
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1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
高橋ハナコ  高2 原田　　咲  高1 甲斐　翔子  高1 山倉　萌加  高3 齋藤　沙妃  高3

宮崎日大 宮崎大宮 鵬翔 宮崎南 鵬翔

2:16.54 2:48.15 2:54.43 2:59.94 3:02.01

高校新

西河　美咲  高2 梛木美沙希  高3 高岡かんな  高1 山崎多喜子  高1 嶋野　麻衣  高3 原澤　　凪  高3 藪押　夏桜  高2 門脇　美聖  高3

都城西 佐土原 延岡星雲 鵬翔 妻 都城農業 妻 宮崎商業

2:33.68 2:48.36 2:49.62 2:51.61 2:52.37 2:57.75 3:05.49 3:09.46

西河　美咲  高2 高岡かんな  高1 山崎多喜子  高1 梛木美沙希  高3 嶋野　麻衣  高3 飯星　　陽  高3

都城西 延岡星雲 鵬翔 佐土原 妻 鵬翔

5:25.20 6:01.51 6:05.53 6:10.50 6:12.80 6:22.93

宮崎日大  高 鵬翔  高 宮崎南  高 妻  高

高橋ハナコ  高2 甲斐　翔子  高1 日高　夏希  高3 藪押　夏桜  高2

坂上きらり  高1 齋藤　沙妃  高3 山倉　萌加  高3 黒木　陽菜  高2

児玉　沙穂  高3 山崎多喜子  高1 古川みなみ  高1 緒方　里菜  高3

取附　心愛  高1 飯星　　陽  高3 浜田　綾伽  高2 嶋野　麻衣  高3

4:12.23  Fin. 4:49.13  Fin. 4:56.85  Fin. 4:59.80  Fin.

59.89  1st. 1:12.57  1st. 1:03.37  1st. 1:17.28  1st.

宮崎日大  高 鵬翔  高 宮崎南  高

取附　心愛  高1 山崎多喜子  高1 日高　夏希  高3

児玉　沙穂  高3 飯星　　陽  高3 古川みなみ  高1

坂上きらり  高1 齋藤　沙妃  高3 浜田　綾伽  高2

高橋ハナコ  高2 甲斐　翔子  高1 山倉　萌加  高3

9:07.41  Fin. 10:41.34  Fin. 11:28.29  Fin.

高校新

2:22.17  1st. 2:40.55  1st. 2:20.66  1st.

宮崎日大  高 宮崎西  高 鵬翔  高 妻  高 宮崎南  高

児玉　沙穂  高3 大岡　野乃  高2 山崎多喜子  高1 藪押　夏桜  高2 日高　夏希  高3

坂上きらり  高1 金子　万葉  高3 飯星　　陽  高3 緒方　里菜  高3 古川みなみ  高1

高橋ハナコ  高2 日髙　栄里  高2 齋藤　沙妃  高3 嶋野　麻衣  高3 山倉　萌加  高3

取附　心愛  高1 岩崎　　泉  高3 甲斐　翔子  高1 黒木　陽菜  高2 浜田　綾伽  高2

4:40.32  Fin. 5:24.76  Fin. 5:31.57  Fin. 5:32.92  Fin. 5:43.33  Fin.

大会新

  1st.   1st.   1st.   1st.   1st.
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