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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
松野　正義  高3 糸瀨　楓馬  高3 野口　大吾  高2 鮫島　　匠  高3 佐藤　伽音  高1 西中陽施紀  高3 福重　佑将  高3 甲野　裕頼  高3

日南学園 延岡工業 宮崎大宮 佐土原 延岡 宮崎大宮 宮崎日大 宮崎日大

25.23 25.42 25.75 25.81 26.55 26.60 26.66 27.04

山口　汰介  高2 金納　大士  高3 池田　美空  高3 鮫島　　匠  高3 佐藤　伽音  高1 野口　大吾  高2 佐藤夢咲樹  高3 宮田　　陽  高2

宮崎南 宮崎北 宮崎大宮 佐土原 延岡 宮崎大宮 延岡星雲 宮崎西

53.75 54.40 56.38 57.75 57.99 58.42 58.74 59.45

山口　汰介  高2 金納　大士  高3 白谷　竜琥  高1 池田　美空  高3 杉尾　龍飛  高3 早川　琢磨  高3 林　　裕輝  高1 藤木　裕大  高1

宮崎南 宮崎北 都城高専 宮崎大宮 延岡星雲 宮崎南 日向工業 宮崎西

1:56.98 2:00.36 2:03.50 2:05.35 2:06.49 2:11.12 2:12.01 2:16.22

白谷　竜琥  高1 妹尾　京亮  高2 杉尾　龍飛  高3 早川　琢磨  高3 林　　裕輝  高1 北波　　薫  高2 久保桜史郎  高1 藤木　裕大  高1

都城高専 宮崎日大 延岡星雲 宮崎南 日向工業 妻 宮崎大宮 宮崎西

4:24.99 4:26.22 4:32.18 4:38.77 4:42.07 4:58.77 4:59.40 5:00.01

妹尾　京亮  高2 北波　　薫  高2 濱野　　翔  高1 久保桜史郎  高1 日髙　啓達  高3

宮崎日大 妻 延岡工業 宮崎大宮 宮崎南

17:54.28  Fin. 19:32.27  Fin. 20:01.91  Fin. 20:09.70  Fin. 21:52.66  Fin.

9:28.76  800 10:15.54  800 10:37.64  800 10:38.71  800 11:29.73  800

長友　琉生  高2 松野　正義  高3 荒殿　大空  高1 原口　琉唯  高3 物部　純平  高3 栁田　諒英  高2 小谷　　陸  高1 田尻　浩一  高3

宮崎大宮 日南学園 都城高専 宮崎南 宮崎南 延岡 宮崎西 都城工業

1:00.54 1:01.42 1:03.36 1:05.01 1:09.66 1:09.93 1:10.30 1:10.72

長友　琉生  高2 荒殿　大空  高1 原口　琉唯  高3 栁田　諒英  高2 田尻　浩一  高3 物部　純平  高3 小谷　　陸  高1 西　　優輝  高1

宮崎大宮 都城高専 宮崎南 延岡 都城工業 宮崎南 宮崎西 都城高専

2:14.42 2:20.09 2:24.32 2:32.55 2:33.89 2:34.44 2:36.88 2:46.49

徳永　淳哉  高3 山下　陽生  高2 小田　陽大  高3 工藤　響介  高3 伊黒　大吾  高1 吉村　勇翔  高2 脇元　駿成  高1 荒武　侑紀  高3

延岡 宮崎大宮 日南 宮崎大宮 宮崎大宮 宮崎南 都城西 宮崎日大

1:08.59 1:08.69 1:09.36 1:10.46 1:10.66 1:12.28 1:12.59 1:14.41

徳永　淳哉  高3 山下　陽生  高2 小田　陽大  高3 伊黒　大吾  高1 堀切　風音  高3 林田　展空  高2 荒武　侑紀  高3 脇元　駿成  高1

延岡 宮崎大宮 日南 宮崎大宮 都城高専 宮崎学園 宮崎日大 都城西

2:30.25 2:31.49 2:32.58 2:35.02 2:39.23 2:41.07 2:41.99 2:43.46
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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
佐々木武琉  高3 佐藤　文哉  高3 上野　聖志  高3 池田　翔馬  高1 山元　颯久  高1 福重　佑将  高3 山下　達也  高3 大野　聞人  高1

高城 宮崎日大 都城泉ヶ丘 宮崎日大 宮崎大宮 宮崎日大 宮崎農業 宮崎西

58.52 1:00.21 1:02.06 1:02.96 1:03.51 1:03.75 1:04.02 1:05.50

佐藤　文哉  高3 池田　翔馬  高1 上野　聖志  高3 佐々木武琉  高3 大野　聞人  高1 山元　颯久  高1 山下　達也  高3 相川　潤也  高2

宮崎日大 宮崎日大 都城泉ヶ丘 高城 宮崎西 宮崎大宮 宮崎農業 宮崎大宮

2:13.22 2:16.12 2:22.15 2:22.75 2:23.42 2:29.38 2:29.51 2:59.61

待鳥堅太郎  高2 米田　光貴  高2 原田光士朗  高1 森　　保紀  高1 小林　　蓮  高2 平瀬　生真  高1 木田　芳崇  高2 西村　颯斗  高3

宮崎日大 宮崎大宮 宮崎大宮 宮崎南 宮崎海洋 宮崎北 宮崎大宮 延岡

2:11.11 2:13.21 2:29.13 2:37.02 2:37.33 2:37.82 2:40.48 2:41.89

待鳥堅太郎  高2 米田　光貴  高2 原田光士朗  高1 森　　保紀  高1 平瀬　生真  高1 横山　楓人  高1 小林　　蓮  高2 西村　颯斗  高3

宮崎日大 宮崎大宮 宮崎大宮 宮崎南 宮崎北 佐土原 宮崎海洋 延岡

4:38.14 4:46.40 5:22.22 5:45.04 5:45.43 5:46.92 5:47.77 5:50.24

宮崎大宮  高 宮崎日大  高 宮崎南  高 延岡  高 都城高専  高 宮崎北  高 佐土原  高 延岡工業  高

長友　琉生  高2 待鳥堅太郎  高2 山口　汰介  高2 佐藤　一希  高2 堀切　風音  高3 金納　大士  高3 鮫島　　匠  高3 糸瀨　楓馬  高3

池田　美空  高3 福重　佑将  高3 原口　琉唯  高3 佐藤　伽音  高1 荒殿　大空  高1 森　　愛斗  高3 小森　　春  高3 甲斐　洋樹  高1

野口　大吾  高2 甲野　裕頼  高3 物部　純平  高3 西村　颯斗  高3 松田　元気  高1 平瀬　生真  高1 横山　楓人  高1 濱野　　翔  高1

米田　光貴  高2 佐藤　文哉  高3 早川　琢磨  高3 徳永　淳哉  高3 白谷　竜琥  高1 杉尾　幹太  高3 齊藤　天斗  高1 山田　　怜  高3

3:44.77  Fin. 3:53.88  Fin. 3:54.27  Fin. 3:57.89  Fin. 3:58.97  Fin. 4:00.86  Fin. 4:05.31  Fin. 4:10.08  Fin.

55.42  1st. 56.46  1st. 54.57  1st. 1:00.43  1st. 1:00.63  1st. 54.91  1st. 59.64  1st. 58.33  1st.

宮崎大宮  高 宮崎日大  高 宮崎南  高 延岡  高 佐土原  高 高千穂  高 都城泉ヶ丘  高

長友　琉生  高2 妹尾　京亮  高2 山口　汰介  高2 佐藤　伽音  高1 齊藤　天斗  高1 佐伯　晃太  高1 大矢　太陽  高3

池田　美空  高3 末永　　京  高3 日髙　啓達  高3 阿部　晏志  高2 横山　楓人  高1 島田　航也  高2 東　　昴世  高2

原田光士朗  高1 佐藤　文哉  高3 早川　琢磨  高3 徳永　淳哉  高3 横山　夕也  高2 渡邊　雄斗  高2 河野　拓馬  高1

米田　光貴  高2 待鳥堅太郎  高2 原口　琉唯  高3 本田　拓夢  高3 鮫島　　匠  高3 興梠　賢大  高2 上野　聖志  高3

8:26.73  Fin. 8:39.07  Fin. 8:48.73  Fin. 9:11.58  Fin. 9:16.78  Fin. 9:55.07  Fin. 10:33.91  Fin.

2:02.71  1st. 2:10.62  1st. 2:00.79  1st. 2:15.09  1st. 2:17.07  1st. 2:33.40  1st. 2:28.97  1st.
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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
宮崎大宮  高 宮崎南  高 宮崎日大  高 延岡  高 宮崎西  高 宮崎北  高 高千穂  高 都城農業  高

長友　琉生  高2 原口　琉唯  高3 待鳥堅太郎  高2 栁田　諒英  高2 小谷　　陸  高1 杉尾　幹太  高3 興梠　賢大  高2 米丸　誠也  高1

山下　陽生  高2 吉村　勇翔  高2 甲野　裕頼  高3 徳永　淳哉  高3 淵上　耀介  高2 金納　大士  高3 島田　航也  高2 帖佐　幸樹  高2

米田　光貴  高2 山口　汰介  高2 佐藤　文哉  高3 佐藤　伽音  高1 大野　聞人  高1 疋田　航士  高3 佐伯　晃太  高1 宗像　　翼  高2

池田　美空  高3 早川　琢磨  高3 福重　佑将  高3 野田　好誠  高2 宮田　　陽  高2 森　　愛斗  高3 渡邊　雄斗  高2 宮田　　明  高3

4:09.03  Fin. 4:15.62  Fin. 4:23.93  Fin. 4:26.60  Fin. 4:34.77  Fin. 4:47.23  Fin. 4:58.35  Fin. 5:13.11  Fin.

1:01.43  1st. 1:05.98  1st. 1:06.89  1st. 1:12.40  1st. 1:11.07  1st. 1:13.69  1st. 1:14.75  1st. 1:19.83  1st.
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