
クラス 種目 １位 タイム 所属 ２位 タイム 所属 ３位 タイム 所属

小学生１～３年　女子 80ｍ 黒木　実怜 １３秒０２ 一之宮陸友会 黒木　いちづ １３秒３６ 川南リトルランナーズ 西嶋　花椰 １３秒６０ 高鍋陸上

　　〃　　　　男子 〃 河村　洸毅 １３秒００ 一之宮陸友会 本多　慶志郎 １３秒０３ 川南リトルランナーズ 水井　雅人 １３秒１７ 小松台RTC

小学生４～６年　女子 100ｍ 假屋　玲奈 １４秒８４ 高鍋陸上 田本　実楽 １５秒２７ 都農南小 村中　杏璃 １５秒６１ ユニバーサルフィールド

　　〃　　　　男子 〃 皆本　幸太郎 １３秒２９ 高鍋陸上 岩岡　優虎 １３秒８３ 高鍋陸上 小牧　奏翔 １３秒９４ 小松台RTC

小学生１～３年　女子 600ｍ 黒木　いちづ ２分１２秒６８ 川南リトルランナーズ 田口　遥花 ２分１８秒４９ 新富陸上 小野　栞奈 ２分２２秒０７ 一之宮陸友会

　　〃　　　　男子 〃 黒木　大和 ２分１０秒７２ 一之宮陸友会 本多　慶志郎 ２分１６秒９２ 川南リトルランナーズ 村田　洸輔 ２分１８秒２３ 小松台RTC

小学生４～６年　女子 800ｍ 假屋　玲奈 ２分３９秒０３ 高鍋陸上 越替　沙輝 ２分５２秒１３ 都農小 宇良　歩乃果 ２分５９秒３４ 高鍋陸上

　　〃　　　　男子 1000ｍ 皆本　幸太郎 ３分１８秒９０ 高鍋陸上 岩岡　優虎 ３分３６秒７７ 高鍋陸上 増田　匠晃 ３分３７秒３１ 川南リトルランナーズ

小学生４～６年　男女 走り幅跳び 河野　めい ３㍍７２ 川南リトルランナーズ 増田　匠晃 ３㍍４８ 川南リトルランナーズ 稲田　真樹 ３㍍４４ 高鍋陸上

小学生４～６年　男女 ジャベリックボール 増田　瑛太 ４０㍍２７ 川南リトルランナーズ 河野めい ３２㍍６７ 川南リトルランナーズ 伊藤　康太郎 ３０㍍２２ 高鍋陸上

クラス 種目 １位 タイム 所属 ２位 タイム 所属 ３位 タイム 所属

中学生以上　女子 100ｍ 四角目　美紅 １４秒４７ 高鍋中学 假屋　杏梨 １４秒６０ 高鍋中学 岩岡　蒼空 １５秒１２ 高鍋中学

　　　〃　　　　男子 〃 佐々木　勝也 １１秒９８ 東海アスリート 早崎　達也 １２秒３５ 宮崎アスリート 花田　楓眞 １２秒４５ 高鍋中学

　　　〃　　　　男子 200ｍ 早崎　達也 ２５秒８２ 宮崎アスリート 舟田　瀬七 ２６秒０８ 佐土原中 河野　仁 ２９秒５７ 宮崎陸協

　　　〃　　　　男女 ８00ｍ 矢野　侑望 ２分３５秒２５ 高鍋中学 松浦　百花 ２分３８秒１１ 高鍋中学 西田　金杜 ２分５１秒４２ 宮崎陸協

　　　〃　　　　男子 １５00ｍ 松木　祐樹 ４分３０秒６８ 児湯陸協 黒木　太一 ４分３８秒７８ 児湯陸協 新藤　将太 ４分５７秒３３ 宮崎大学

　　　〃　　　　男子 ３０００ｍ 黒木　太一 １０分００秒７６ 児湯陸協 黒木　幸広 １０分２８秒７５ 児湯陸協 新藤　将太 １０分３９秒０５ 宮崎大学

　　　〃　　　　男女 走り幅跳び 柳元　龍也 ５㍍０９ 宮崎陸協 ― ― ― ― ― ―

　　　〃　　　　男女 ジャベリックスロー 石川　睦美 １９㍍３５ 都農小校長 水井　紫信 １５㍍０９ 小松台RTC ― ― ―
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１位 タイム 所属 ２位 タイム 所属 ３位 タイム 所属

宇良　咲綾 ９秒２７ 高鍋東小 江藤　暖夏 ９秒５４ 都農小 大谷　愛菜 ９秒５５ 都農小

宮本　春希 ９秒０２ ユニバーサルフィールド 河野　禅 ９秒１０ 一之宮陸友会 鳥原　靖史 ９秒１９ 高鍋東小

村中　杏璃 ７秒７７ ユニバーサルフィールド 楠本　まゆ ７秒９５ 川南リトルランナーズ 宇良　葵衣 ７秒９８ 高鍋陸上

稲田　真樹 ８秒０３ 高鍋陸上 近藤　羚凰駕 ８秒１１ 都農小 河村　洸毅 ８秒１１ 一之宮陸友会

田本　実楽 ７秒４３ 都農南小 假屋　玲奈 ７秒５２ 高鍋陸上 大島　美優 ７秒８２ 都農小

皆本　幸太郎 ６秒８７ 高鍋陸上 小牧　奏翔 ６秒９７ 小松台RTC 岩田　大空 ７秒０４ 都農小

四角目　美紅 ７秒４２ 高鍋中学 假屋　杏梨 ７秒５８ 高鍋中学 鳥原　ちよ ７秒８６ 高鍋中学

宮本　翔 ６秒０６ 宮崎北高 佐々木　勝也 ６秒２４ 東海アスリート 早崎　達也 ６秒４３ 宮崎アスリート

中学生以上　　　女子

　　　　〃　　　　　男子

小学生３～４年　女子

　　　　〃　　　　　男子

クラス

５０ｍダッシュ王選手権

小学生１～２年　女子

　　　　〃　　　　　男子

小学生５～６年　女子

　　　　〃　　　　　男子


