
令和元年度宮崎県高等学校新人体育大会                   男子成績一覧表 

2019/08/31 ～ 2019/09/01

会場  KIRISHIMAヤマザクラ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

自由形 納　　光輝 高2 佐藤　和輝 高1 杉山　敬次 高2 湊　　聖矢 高2 糸瀨　楓馬 高1 原澤　志瑠 高2 西中陽施紀 高1

50m 佐土原 高千穂 佐土原 宮崎農業 延岡工業 都城工業 宮崎大宮

決勝 26.15 26.40 26.49 26.60 27.10 27.46 27.93

自由形 矢野　鉄平 高2 金納　大士 高1 杉尾　龍飛 高1 岩切　友敬 高2 前田　真宏 高1 鮫島　　匠 高1 早川　琢磨 高1 末永　　京 高1

200m 宮崎日大 宮崎北 延岡星雲 宮崎北 延岡星雲 佐土原 宮崎南 宮崎日大

決勝 1:59.08 2:03.54 2:06.33 2:10.79 2:11.24 2:14.14 2:17.75 2:22.20

背泳ぎ 馴松　隆一 高2 米良　駿志 高2 松木薗弥也 高1 興梠　優新 高2 木原　憲行 高1 猪狩　秀斗 高2 阿萬健志郎 高2 入倉　隆羽 高2

50m 都城農業 宮崎日大 宮崎西 宮崎北 宮崎西 宮崎南 都城農業 佐土原

決勝 31.54 31.72 33.47 33.54 33.90 35.69 36.56 40.90

背泳ぎ 松野　正義 高1 田尻　浩一 高1 横山　海大 高2 原口　琉唯 高1 物部　純平 高1

200m 日南学園 都城工業 佐土原 宮崎南 宮崎南

決勝 2:25.02 2:32.65 2:33.27 2:36.35 2:40.31

平泳ぎ 小田　陽大 高1 工藤　響介 高1 中塚　天寛 高2 出水　颯真 高2 阿萬健志郎 高2 水渕　主喜 高1 大井　泰河 高1 渡辺　俊仁 高2

50m 日南 宮崎大宮 宮崎商業 佐土原 都城農業 宮崎西 宮崎西 都城高専

決勝 32.12 32.50 32.91 33.25 39.31 40.31 41.85 41.91

平泳ぎ 徳永　淳哉 高1 荒武　侑紀 高1 阿久根嘉人 高2 中塚　天寛 高2 鬼束優太朗 高2 井野　陽翔 高1

200m 延岡 宮崎日大 妻 宮崎商業 宮崎西 宮崎大宮

決勝 2:32.78 2:35.67 2:42.67 2:49.19 2:57.57 3:04.71

バタフライ 山本　恭平 高2 永井　勇渡 高2 福重　佑将 高1 納　　光輝 高2 坂上　理人 高2 北代　俊平 高1 朝國　博典 高2 田河　　慶 高1

50m 宮崎大宮 宮崎南 宮崎日大 佐土原 宮崎北 延岡 妻 宮崎西

決勝 26.89 27.21 27.92 27.95 28.86 29.39 29.60 29.65

バタフライ 佐々木武琉 高1 上野　聖志 高1 池田　美空 高1 山下　達也 高1 齊藤　教真 高1 押川　尚広 高1 疋田　航士 高1

200m 高城 都城泉ヶ丘 宮崎大宮 宮崎農業 宮崎日大 宮崎南 宮崎北

決勝 2:18.43 2:24.69 2:24.82 2:28.06 3:02.19 3:02.37 3:08.46

個人メドレー 上村　蓮依 高2 鬼束　大輝 高2 進藤　徹也 高2

400m 都城 宮崎南 延岡

タイム決勝 5:36.97 6:19.12 6:19.40
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令和元年度宮崎県高等学校新人体育大会                   男子成績一覧表 

2019/08/31 ～ 2019/09/01

会場  KIRISHIMAヤマザクラ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

メドレーリレー 宮崎大宮 高 宮崎日大 高 宮崎南 高 佐土原 高 宮崎北 高 延岡 高 宮崎西 高 都城高専 高

400m 池田　美空 高1 米良　駿志 高2 原口　琉唯 高1 横山　海大 高2 岩切　友敬 高2 本田　拓夢 高1 木原　憲行 高1 雀部　秀真 高1

決勝 工藤　響介 高1 荒武　侑紀 高1 甲斐　義秀 高2 出水　颯真 高2 坂上　理人 高2 徳永　淳哉 高1 鬼束優太朗 高2 渡辺　俊仁 高2

山本　恭平 高2 福重　佑将 高1 永井　勇渡 高2 納　　光輝 高2 金納　大士 高1 北代　俊平 高1 田河　　慶 高1 柿木　太陽 高2

西中陽施紀 高1 矢野　鉄平 高2 早川　琢磨 高1 杉山　敬次 高2 興梠　優新 高2 進藤　徹也 高2 松木薗弥也 高1 宮司　龍我 高2

4:17.43 Fin. 4:22.65 Fin. 4:25.01 Fin. 4:30.37 Fin. 4:30.74 Fin. 4:46.78 Fin. 4:52.46 Fin. 6:39.13 Fin.

 1:08.18 1st.  1:11.01 1st.  1:10.88 1st.  1:12.19 1st.  1:08.20 1st.  1:23.92 1st.  1:17.29 1st.  1:23.82 1st.
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