
種目

男子A100m 三浦  広大 宮崎市 11.27 甲斐  優太 延岡市 11.34 大脇  健志 都城市 11.41

男子A200m 満吉  公一 延岡市 23.14 大脇  健志 都城市 23.35 鴨崎  裕紀 宮崎市 23.45

男子A1500m 栗山  弘司 宮崎市 4:12.08 山本  翔大 日南市 4:13.61 甲斐    潔 西臼杵郡 4:15.88

男子A5000m 戸田  智洋 西臼杵郡 16:16.52 石谷  公平 日向市 16:21.06 畑田  拓也 宮崎市 16:34.08

男子A10km 黒木  俊輔 東臼杵郡 32:06 石谷  公平 日向市 33:45 奈須  順平 東諸県郡 34:01

男子B100m 今村  勇太 宮崎市 12.24 幸津  昭秀 児湯郡 12.35 菊池  裕也 日南市 12.51

男子B200m 竹井  祐介 日南市 25.32

男子B1500m 服部  真也 宮崎市 4:20.62 樋口    亨 西都市 4:29.70 松元  潤也 小林市 4:31.61

男子B5000m 福﨑  崇宏 宮崎市 16:38.34 東    勝三 都城市 16:48.87 小玉  賢太 日南市 20:03.29

男子B10km 東    勝三 都城市 34:27 松元  潤也 小林市 35:59 岡元  秀之 宮崎市 36:31

男子C100m 佐伯  智仁 宮崎市 12.52 笠原  章浩 日南市 12.71 椎葉  昭治 東臼杵郡 12.80

男子C200m 佐伯  智仁 宮崎市 25.64 笠原  章浩 日南市 25.82

男子C1500m 山田  一誠 東臼杵郡 4:29.72 仁田脇  健 宮崎市 4:31.58 三森  達也 延岡市 4:32.48

男子C5000m 山本    錠 西臼杵郡 16:18.90 浮田  龍二 宮崎市 17:10.76 三森  達也 延岡市 18:14.83

男子C10km 仁田脇  健 宮崎市 36:54 前畑光一郎 宮崎市 37:42 京塚  一巳 串間市 39:32

男子D100m 松山  茂晴 宮崎市 12.11 福留  武志 都城市 12.90 釈迦堂  隆 小林市 13.17

男子D200m 松山  茂晴 宮崎市 24.93 和田  志朗 都城市 27.36

男子D1500m 原田  宗祐 東諸県郡 4:26.50 鵜木  竜二 えびの市 4:28.39 蒲生  功一 東臼杵郡 4:28.82

男子D3000m 蒲生  功一 東臼杵郡 9:31.98 河野  文憲 延岡市 9:32.57 大久保  誠 北諸県郡 9:38.06

男子D10km 蒲生  英樹 北諸県郡 34:15 河野  文憲 延岡市 34:32 豊福    勇 日向市 36:24

男子E100m 早瀬誠一郎 延岡市 12.21 上村  春樹 都城市 12.91 斎藤  伸也 宮崎市 13.04

男子E200m 早瀬誠一郎 延岡市 25.75 上村  春樹 都城市 26.71 後藤慎太郎 北諸県郡 26.81

男子E1500m 大山  和彦 小林市 4:49.09 岩下  雅彦 東諸県郡 4:51.76

男子E3000m 大山  和彦 小林市 10:16.49 平川  英司 延岡市 10:27.67 長倉  正朋 宮崎市 10:32.59

男子E10km 西村  国博 宮崎市 33:18 岩下  雅彦 東諸県郡 36:15 長友    諭 宮崎市 36:44

男子F100m 嶋田  雄一 宮崎市 12.97 渕    博志 児湯郡 13.60 岡田  年弘 日南市 13.91

男子F200m 嶋田  雄一 宮崎市 26.74 岡田  年弘 日南市 28.92 佐伯    誠 西都市 30.20

男子F1500m 重盛  俊郎 宮崎市 4:53.76 福永  宏一 延岡市 5:04.45 古道  昭式 小林市 5:09.13
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男子F3000m 押川  泰朗 東諸県郡 10:51.29 児玉  憲明 宮崎市 10:54.93 古道  昭式 小林市 11:06.71

男子F10km 矢野  康行 宮崎市 38:55 平田  和則 延岡市 38:56 小八重英樹 延岡市 39:41

男子G100m 菊池  隆一 東臼杵郡 13.65 松田  照秋 日南市 14.92 高田  政晴 延岡市 18.60

男子G200m 小玉  弘明 日南市 31.29

男子G1500m 福留  和広 延岡市 5:05.35 阿部  信一 宮崎市 5:16.37 三浦  義朗 えびの市 5:22.83

男子G3000m 豊丸  一人 都城市 11:17.15 渡辺    吏 宮崎市 11:49.32 三浦  義朗 えびの市 12:04.98

男子G10km 徳留  英裕 宮崎市 36:37 黒木今朝保 児湯郡 41:20 井上  宗男 日南市 41:47

男子H100m 本庄  俊博 延岡市 14.27 安楽    明 日南市 14.72

男子H200m 作本  真悟 日南市 32.26 本庄  俊博 延岡市 33.56

男子H1500m 吉峰  拓一 宮崎市 5:01.50 種田    昇 小林市 5:31.18 松田  福義 延岡市 5:36.15

男子H5km 高松    稔 東臼杵郡 18:30 磯崎    司 串間市 18:44 下津佐善文 小林市 19:05

男子I100m 福田    積 延岡市 14.01 日吉  康博 東臼杵郡 14.34 野崎    勲 小林市 14.73

男子I1500m 池之上博文 宮崎市
5:19.25
大会新

興梠  睦生 西都市 5:35.95 中原  鉄矢 串間市 7:01.42

男子I5km 池之上博文 宮崎市 19:17 興梠  睦生 西都市 20:53 西山  忠義 西都市 21:28

男子J100m 西川  道雄 都城市 13.83 山口    昇 宮崎市 14.51 高牟礼義行 延岡市 18.01

男子J1500m 鈴木    一 日向市 6:04.12 斉藤  末男 西都市 6:25.70 齋藤  憲夫 小林市 6:27.50

男子J5km 日髙  一夫 東諸県郡 22:21 鈴木    一 日向市 22:31 岩谷  克二 延岡市 22:51

男子K100m 西澤  文治 日向市 15.40 柄本    武 児湯郡 15.41 恒吉  勇二 都城市 15.96

男子K1500m 藤崎  利廣 えびの市 6:12.52 河野    正 延岡市 6:42.68 川添  時義 宮崎市 8:57.68

男子K5km 藤崎  利廣 えびの市
22:41

大会新
齋藤  和洋 小林市 24:58 井川    忠 日南市 30:11

男子L100m 杉元    武 日南市 15.62 佐藤  勝男 串間市 15.72 泥谷  久光 児湯郡 15.76

男子L1500m 清水  常喜 えびの市 8:21.52 井園九州男 宮崎市 10:57.50

男子L5km 清水  常喜 えびの市 31:19 谷口  善昭 宮崎市 38:24

共通男子4x100mR 延岡市 金子・満吉
横山・甲斐 44.11 宮崎市 三浦・清水

鴨崎 ・秋吉 44.62 日南市 村山・岡田
瀬戸山・北林 44.87

男子A走幅跳 黒木雄太朗 延岡市
6m76
+0.2

矢野  優友 串間市
6m60
-0.1

三浦  広大 宮崎市
6m53
+1.0

男子A砲丸投(5.4kg) 上池  翔馬 宮崎市 13m71 松元  勇也 都城市 12m00 藤本    裕 西臼杵郡 10m96

男子A円盤投(1.5kg) 上池  翔馬 宮崎市 42m62 松元  勇也 都城市 40m78 藤本    裕 西臼杵郡 37m73

男子B走幅跳 秋吉  知洋 宮崎市
6m03
+1.5

男子B砲丸投(5.4kg) 中園  隆一 宮崎市 9m88

１位 ２位 ３位



種目

男子B円盤投(1.5kg) 河野  真和 宮崎市 25m30

男子C走幅跳 矢野  雄一 日南市
5m88
+0.7

工藤  英世 都城市
5m39
+1.4

小川  裕二 宮崎市
4m95
+1.0

男子C砲丸投(5.4kg) 岡村  亮二 東臼杵郡 11m16 押川  聡史 宮崎市 8m10

男子C円盤投(1.5kg) 押川  聡史 宮崎市 24m07 畠中  直樹 日南市 18m16

男子D走幅跳 永松  幸一 都城市
5m62
+1.2

男子D砲丸投(4.0kg) 丸岡  大作 西都市 14m48 永松  幸一 都城市 12m67

男子D円盤投(1.0kg) 丸岡  大作 西都市 36m37 時任  剛史 宮崎市 27m51

男子E走幅跳 永井  修仁 日南市
5m23
+1.9

水口  英行 宮崎市
5m00
+0.3

河野  洋二 都城市
3m65
+1.8

男子E砲丸投(4.0kg) 甲斐  秀一 宮崎市 10m11 船ヶ山  公 日南市 9m06

男子E円盤投(1.0kg) 那須  力男 東臼杵郡 36m21 後藤慎太郎 北諸県郡 32m47 関本  和浩 宮崎市 24m88

男子F走幅跳 乙守    信 宮崎市
5m30
+1.2

石川  睦美 児湯郡
4m31
+0.0

有衛  良忠 日南市
4m23
+0.3

男子F砲丸投(4.0kg) 川越  修司 延岡市 11m79 萱嶋  秀雄 都城市 11m40 松元  博幸 宮崎市 10m74

男子F円盤投(1.0kg) 萱嶋  秀雄 都城市 38m96 松元  博幸 宮崎市 35m51 川越  修司 延岡市 30m09

男子G砲丸投(4.0kg) 熊本    靖 日南市 11m90 磯貝  助夫 西臼杵郡 8m84 竹井  美則 日向市 6m15

男子G円盤投(1.0kg) 熊本    靖 日南市 33m65

男子H走幅跳 安楽    明 日南市
3m96
+0.8

中山  貴明 宮崎市
3m80
+0.7

男子H砲丸投(2.7kg) 丸山  一矢 都城市 11m83 鬼束  講治 宮崎市 10m69 川越  重孝 東諸県郡 7m60

男子H円盤投(1.0kg) 作本  真悟 日南市 30m24 丸山  一矢 都城市 25m46 鬼束  講治 宮崎市 21m36

男子I走幅跳 福田    積 延岡市
4m24
+0.9

日吉  康博 東臼杵郡
4m10
-0.6

荒武  重樹 宮崎市
3m52
-0.9

男子I砲丸投(2.7kg) 藤井  晃治 日南市 12m56 中馬  信博 都城市 11m58 嘉藤    收 北諸県郡 10m53

男子I円盤投(1.0kg) 藤井  晃治 日南市 34m23 嘉藤    收 北諸県郡 29m12 鬼塚  修二 串間市 26m85

男子J走幅跳 西川  道雄 都城市
4m03
+0.0

原口  直行 延岡市
3m02
+1.0

男子J砲丸投(2.7kg) 日髙    彬 宮崎市 7m89 原口  直行 延岡市 7m86

男子J円盤投(1.0kg) 松久  寅雄 宮崎市 18m78 川口  洋一 延岡市 11m83

男子K走幅跳 河野    正 延岡市
3m22
+0.3

恒吉  勇二 都城市
3m09
+1.8

村岡  義三 東諸県郡
2m82
+0.6

男子K砲丸投(2.7kg) 山下    透 日南市 10m87 森      滋 宮崎市 8m56 黒木  廣美 延岡市 7m99

男子K円盤投(1.0kg) 山下    透 日南市 25m69 森      滋 宮崎市 18m32 西村  満征 小林市 17m36

男子L走幅跳 谷    耕作 宮崎市
2m14
+0.5

男子L砲丸投(2.7kg) 押川  満幸 児湯郡 8m16 留野  重治 小林市 7m05 坂本  武幸 宮崎市 6m49

男子L円盤投(1.0kg) 萩原  澄雄 宮崎市
24m73
大会新

押川  満幸 児湯郡 19m69 吉原御輝翁 延岡市 12m30

共通男子走高跳 甲斐慎一朗 延岡市 1m84 福留  武志 都城市 1m65 日高  和紀 宮崎市 1m60
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