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2020/07/19～2020/07/19

会場  ひなた宮崎県総合運動公園水泳場 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1 日高　夏希  高2 野村　侑伽  高3 井久保李果  高2 岩崎　　泉  高2 林田ひなの  高1 門脇　美聖  高2 植田　丞美  高3

宮崎商業 宮崎南 日章学園 宮崎学園 宮崎西 宮崎北 宮崎商業 都城高専

28.02 29.51 30.61 30.96 31.06 31.13 32.04 32.50

吉野　伶望  高1 日高　夏希  高2 児玉　未空  高3 串間　未来  高1 永吉　紫花  高3 井久保李果  高2 入部　円香  高2 落合　璃子  高2

宮崎商業 宮崎南 延岡 宮崎商業 都城農業 宮崎学園 宮崎北 都城工業

1:02.51 1:04.08 1:05.42 1:07.13 1:09.89 1:10.11 1:10.57 1:10.61

児玉　未空  高3 串間　未来  高1 黒木ひかり  高1 日髙　みく  高1 坂上　愛海  高1 落合　璃子  高2 入部　円香  高2

延岡 宮崎商業 宮崎農業 宮崎農業 宮崎日大 都城工業 宮崎北

2:20.24 2:22.51 2:25.79 2:26.07 2:35.04 2:35.48 2:38.50

尾﨑　彩花  高2 染矢　楓華  高1 林　　海咲  高3 原澤　　凪  高2

都城高専 延岡 宮崎日大 都城農業

32.85 35.59 38.12 38.41

児玉　沙穂  高2 尾﨑　彩花  高2 染矢　楓華  高1 那須　瑞妃  高1 林田ひなの  高1 梛木美沙希  高2 大岡　野乃  高1 児玉　　淑  高2

宮崎日大 都城高専 延岡 宮崎北 宮崎北 佐土原 宮崎西 宮崎海洋

1:07.23 1:13.69 1:17.15 1:19.32 1:22.01 1:22.10 1:24.92 1:34.83

児玉　沙穂  高2 黒木ひかり  高1 那須　瑞妃  高1 大岡　野乃  高1

宮崎日大 宮崎農業 宮崎北 宮崎西

2:27.52 2:47.99 2:50.08 2:59.29

金子　万葉  高2 緒方　里菜  高2 嶋野　麻衣  高2

宮崎西 妻 妻

37.27 39.74 41.73

金子　万葉  高2 緒方　里菜  高2 藤井　美有  高1 大﨑ちひろ  高2

宮崎西 妻 高鍋 高鍋

1:20.91 1:29.96 2:02.83 2:06.83

日髙　みく  高1 山倉　萌加  高2 林　　海咲  高3 門脇　美聖  高2 北川　真子  高2 藪押　夏桜  高1

宮崎農業 宮崎南 宮崎日大 宮崎商業 日南学園 妻

33.59 35.45 35.69 36.11 36.36 36.77

高橋ハナコ  高1 齋藤　沙妃  高2 山倉　萌加  高2 工藤　桃枝  高2 山﨑　愛花  高1

宮崎日大 鵬翔 宮崎南 高千穂 都城農業

1:02.79 1:15.41 1:23.34 1:34.34 1:39.68
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会場  ひなた宮崎県総合運動公園水泳場 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
高橋ハナコ  高1 野村　侑伽  高3 齋藤　沙妃  高2

宮崎日大 日章学園 鵬翔

2:18.40 2:53.13 2:58.86

県高新

梛木美沙希  高2 永吉　紫花  高3 飯星　　陽  高2 原澤　　凪  高2 嶋野　麻衣  高2 日髙　栄里  高1 藪押　夏桜  高1 北川　真子  高2

佐土原 都城農業 鵬翔 都城農業 妻 宮崎西 妻 日南学園

2:47.04 2:47.06 2:55.21 2:56.69 2:58.58 2:58.68 3:02.23 3:08.88

宮崎日大A  高 宮崎西  高 宮崎北  高

高橋ハナコ  高1 金子　万葉  高2 清山　瑠衣  高1

児玉　沙穂  高2 大岡　野乃  高1 林田ひなの  高1

坂上　愛海  高1 日髙　絢野  高2 入部　円香  高2

林　　海咲  高3 岩崎　　泉  高2 那須　瑞妃  高1

2:02.12  Fin. 2:06.05  Fin. 2:09.26  Fin.

  1st.   1st.   1st.

宮崎日大A  高 宮崎西  高 宮崎北  高

児玉　沙穂  高2 大岡　野乃  高1 林田ひなの  高1

高橋ハナコ  高1 金子　万葉  高2 那須　瑞妃  高1

林　　海咲  高3 日髙　栄里  高1 入部　円香  高2

坂上　愛海  高1 岩崎　　泉  高2 清山　瑠衣  高1

2:15.84  Fin. 2:21.88  Fin. 2:33.53  Fin.

  1st.   1st.   1st.
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