
種目

女子A100m 青木    愛 宮崎市 12.56 長倉  佳奈 都城市 12.87 鎌田  美環 小林市 13.39

女子A200m 杉田  華帆 宮崎市 27.24 川越  瑠美 東諸県郡 33.78

女子A1500m 小田原結以 日南市 5:39.43

女子A5km 福田  桃香 日南市 23:49 岩崎  佳子 日南市 24:33

女子B1500m 大迫  若菜 北諸県郡 5:08.96 仁田脇裕香里 宮崎市 5:16.64 中本麻里子 都城市 5:58.36

女子B5km 大迫  若菜 北諸県郡 18:38 河野奈津恵 宮崎市 19:10 仁田脇裕香里 宮崎市 20:00

女子C1500m 森    仁美 宮崎市 6:47.32

女子C5km 野村  美穂 宮崎市 20:41 三浦  亜紀 延岡市 22:11 森    仁美 宮崎市 24:59

女子D100m 渡邊あき子 宮崎市 14.97 武田  瑞子 串間市 17.09

女子D200m 渡邊あき子 宮崎市 31.36 武田  瑞子 串間市 35.73

女子D1500m 松田  規子 日向市
5:26.03
大会新

井上  留美 東諸県郡 5:59.26

女子D5km 姫路  直子 宮崎市 20:02 浜崎  涼子 東諸県郡 20:12 稲森佐千子 東諸県郡 21:31

女子E100m 原田貴美子 宮崎市 14.33

女子E200m 永田  和子 日南市 36.80

女子E1500m 佐藤みちよ 宮崎市 5:42.88 金丸真智子 東臼杵郡 6:33.47

女子E5km 佐藤みちよ 宮崎市
20:28.

大会新
長野  葉子 延岡市 21:19 黒木  秀子 小林市 21:38

女子F100m 黒葛原朱美 宮崎市 14.60 板垣  和代 東諸県郡 18.93

女子F200m 黒葛原朱美 宮崎市
30.43

大会新

女子F1500m 佐々木理恵 西都市 6:16.51

女子F5km 佐々木理恵 西都市 22:55 山中  京美 東臼杵郡 23:59 藤山佳代子 日南市 29:58

女子G100m 秋吉美智子 宮崎市 16.29

女子G200m 秋吉美智子 宮崎市 36.66

女子G5km 永野  仁美 小林市 24:27 本間  朝子 延岡市 26:20 石谷千恵子 日向市 26:31

女子H1500m 尾崎  英子 北諸県郡 6:26.51

女子H5km 尾崎  英子 北諸県郡 23:47 木原  裕子 宮崎市 24:07 甲斐万里子 延岡市 25:09

女子I100m 坂元佐代美 都城市
17.12

大会新
永友  逸子 児湯郡 19.83 木佐貫　フジ 北諸県郡 23.89

女子I5km 森  ハツ子 宮崎市
24:35.

大会新
永友  逸子 児湯郡

25:35.
大会新

大久保宇多子 延岡市 26:54

共通女子4x100mR 日南市 永田・小田原
福田・岩崎 1:04.21 東諸県郡 川越・井上

玉田・板垣 1:08.73

女子A走幅跳 鎌田  美環 小林市
5m34
-1.3

濵田向日葵 宮崎市
4m85
+0.8

１位 ２位 ３位
平成２９年度　みやざき県民総合スポーツ祭　陸上競技（女子）　結果一覧



種目

女子A砲丸投(4.0kg) 西川みちる 延岡市 7m38

女子B走幅跳 宮地  杏美 日向市
4m87
+0.2

女子B砲丸投(2.7kg) 内村  由紀 都城市 9m68

女子C砲丸投(2.7kg) 多田  加奈 日南市 6m66 八村  直美 東諸県郡 5m32

女子D走幅跳 松浦久美子 日南市
2m45
+1.3

女子D砲丸投(2.7kg) 増田美由紀 宮崎市 5m61 松浦久美子 日南市 5m56

女子E走幅跳 原田貴美子 宮崎市
4m14
+1.9

永田  和子 日南市
3m63
+0.7

女子E砲丸投(2.7kg) 上池  由里 宮崎市 9m53 山元  光子 東諸県郡 5m54

女子F走幅跳 板垣  和代 東諸県郡
2m97
+0.5

女子G砲丸投(2.7kg) 近藤    恵 東諸県郡 5m78

女子H走幅跳 玉田ゆみ子 東諸県郡
3m31
+0.6

女子H砲丸投(2.7kg) 玉田ゆみ子 東諸県郡 5m72

１位 ２位 ３位


