
No 氏名 所属 競技 種別 成　績

1 村尾　龍矢 JFC宮崎

2 戸波　恵斗 JFC宮崎

3 井原　伸太郎 テゲバジャーロ宮崎

4 川上　典洋 テゲバジャーロ宮崎

5 モア　徳彦 宮崎産業経営大学

6 長谷川　雄志 宮崎産業経営大学

7 米田　兼一郎 テゲバジャーロ宮崎

8 山村　欣也 JFC宮崎

9 森島　康仁 テゲバジャーロ宮崎

10 北村　知也 宮崎産業経営大学

11 藤岡　浩介 テゲバジャーロ宮崎

12 中村　健志 宮崎産業経営大学

13 前田　椋介 宮崎産業経営大学

14 無津呂　武瑠 JFC宮崎

15 石井　健太 テゲバジャーロ宮崎

16 園田　努 旭化成株式会社

17 松岡　真央 旭化成株式会社

18 金丸　祝一 旭化成株式会社

19 上杉　大輝 旭化成株式会社

20 川田　直諒 旭化成株式会社

21 米良　孝太 旭化成株式会社

22 夏田　陽平 旭化成株式会社

23 小野　昌康 旭化成株式会社

24 黒木　大輔 門川漁業協同組合

25 河合　恵祐 旭化成株式会社

26 寺原　瑞希 旭化成株式会社

27 濵砂　諭 旭化成株式会社

28 長峰　善 日章学園高等学校

29 岩切　樹 日章学園高等学校

30 小川　翔悟 日章学園高等学校

34 妹尾　綾香 かい外科整形外科

35 市來　世志江 社会福祉法人わかたけ福祉会わかたけ保育園

36 田中　智子 株式会社ひだまり

37 清家　羅偉 県立高千穂高等学校

38 石本　大来 県立高千穂高等学校

39 林　拓郎 県立高千穂高等学校

40 山下　悠渡 都城東高等学校

41 甲斐　慈玄 県立高千穂高等学校
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矢野　翼 有限会社郡山板金工業所

牧　純平 インターファーム株式会社

後藤　佑太朗 税理士法人　研輝



No 氏　　名 所　属 競技 種別 種目 成　績

1 清山　ちさと いちご・宮交シティ 成年女子 １００ｍH 第４位

2 兒玉　直之 県立宮崎西高等学校 少年男子共通 三段跳び 第２位

3 佐藤　航希 宮崎日本大学高等学校 少年男子B ３０００ｍ 第８位

4 河野　志歩 県立宮崎商業高等学校 少年女子A ４００ｍH 第６位

5 岡本　光生 県立宮崎工業高等学校 少年女子共通 円盤投 第６位

6 吉田　拓斗 県立都城農業高等学校 水泳 少年男子Ｂ １００ｍ平泳ぎ 第８位

7 中垣　龍汰朗 日章学園高等学校 少年男子 フライ級 第１位

8 堤　龍之介 日章学園高等学校 少年男子 ライト級 第３位タイ

9 兒玉　麗司 日章学園高等学校 少年男子 ライトウェルター級 第５位タイ

10 𠮷野　健吾 日章学園高等学校 少年男子 ミドル級 第５位タイ

11 中村　隆太 東洋大学 成年男子 グレコローマンスタイル９８㎏級 第３位タイ

12 境　晟道　 県立宮崎工業高等学校 少年男子 グレコローマンスタイル１２０㎏級 第３位タイ

13 門川　亜朱茄 県立日南振徳高等学校

14 鈴木　杏依子 県立日南振徳高等学校

15 中村　友生 県立みやざき中央支援学校 成年男子 ５３㎏級スナッチ 第２位

成年男子 ６２㎏級スナッチ 第１位

成年男子 ６２㎏級C&J 第１位

17 青野　靖希 県立日南くろしお支援学校 成年男子 ８５㎏級C&J 第１位

少年男子 ６２㎏級スナッチ 愛２位

少年男子 ６２㎏級C&J 第７位

19 那須　萌美 日本競輪学校

20 岩元　杏奈 県立都城工業高等学校

21 持永　洋壮 いちご・宮交シティ 成年男子 ５０ｍ３×４０Ｍ 第３位

成年女子 ５０ｍ３×２０Ｗ 第５位

成年女子 ５０ｍＰ６０Ｗ 第３位

成年男子 カナディアンシングル２００ｍ 第６位

成年男子 カナディアンシングル５００ｍ 第４位

成年女子 カナディアンシングル２００ｍ 第２位

成年女子 カナディアンシングル５００ｍ 第３位

少年女子 カヤックシングル２００ｍ 第８位

少年女子 カヤックシングル５００ｍ 第４位
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カヤックフォア５００ｍ
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４２０級
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高尾　宏明 自衛隊体育学校

宮原　翔角 県立小林高等学校

ウエイトリフティング

松本　靖世 いちご・宮交シティ

松田裕介 有限会社松田商店

島津　早耶子 株式会社テレビ宮崎

谷脇　知那 県立宮崎大宮高等学校

第７位少年男子

前川　昌之 県立宮崎商業高等学校

大岩根　瑞記 県立宮崎商業高等学校

田村　勇太 県立宮崎商業高等学校

藤巻　力 県立宮崎大宮高等学校
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