
競技名

加藤　順也 延岡市 別府　駿光 都城市 堀　慎太郎 西臼杵郡

稲村　　豊 えびの市 中留　幸司 えびの市 川崎　孝幸 西都市

中山　力哉 延岡市 吉原　健路 宮崎市 河野　雅彦 宮崎市

堀　瑠琉華 高千穂小 重黒木しゅん 延岡道場

木浦　大輝 西都少年 山下　颯涼 延岡道場 地田　惺太 西都少年

轟木結愛花 延岡道場 堀　姫萌華 高千穂小 鈴木　翔樹 延岡道場

徳満星之介 えびのクラブ 橋口　颯汰 西都少年 鈴木　幸樹 延岡道場

甲斐　陽太 延岡道場 森本　大心 延岡道場 加藤　禅士 宮崎少年

新名美虎斗 えびのクラブ 村角　大翔 宮崎少年 森本　大心 延岡道場

河野　宏輝 松恵山道場 富永　陸人 松恵山道場 下田　大樹 松恵山道場

前田　良二 都城市 溝口　拓也 都城市 山領　一憲 都城市

前田　良二 都城市 山領　一憲 都城市 増田　彰久 宮崎市

溝口　拓也 都城市 山領　一憲 都城市 前田　良二 都城市

前田　良二 都城市 溝口　拓也 都城市 山領　一憲 都城市

宇都宮咲樹 宮崎市 上村　裕子 三股町

宇都宮咲樹 宮崎市 上村　裕子 三股町

宇都宮咲樹 宮崎市 上村　裕子 三股町

宇都宮咲樹 宮崎市 上村　裕子 三股町

中野　辰哉 小林市 中野　雄貴 小林市 竹本　　仁 えびの市

竹本　　仁 えびの市

山下 みなみ 宮崎市 和田　萌佳 宮崎市

加藤　　愛 宮崎市

加藤　　愛 宮崎市

市郡対抗競技 安藤　　潤 宮崎市 松田　麻美 東諸県郡 井上　優子 宮崎市

高橋　勝馬 宮崎市 松田　靖久 東諸県郡

安藤　　潤 宮崎市

廣野　温燿 綾馬事公苑 武田　彩七 宮崎大宮高
校 小野　純平 宮崎大学

石川　一成 宮崎県
馬術連盟 小田　　大 宮崎県

馬術連盟 松田　靖久 綾馬事公苑

高橋　勝馬 ＪＲＡ
宮崎育成牧場 長友　希夢 本庄高校 小田　　大 本庄高校

長友　希夢 本庄高校 岩間　志保 ウエルネスシティー
ホースクラブ 高橋　勝馬 ＪＲＡ

宮崎育成牧場

長友　希夢 綾馬事公苑 廣野　温燿 綾馬事公苑 根上翔純真 宮崎大宮高
校

石川　一成 宮崎県
馬術連盟 井上　優子 宮崎大学 竹内　義崇 ウエルネスシティー

ホースクラブ

60歳以上 東　　有子 都城市

40歳代 金丸　美保 宮崎市 黛　洋弓 宮崎市

18～29歳 水俣　友花 西都市 八田　京子 宮崎市

60歳以上 落合　　博 宮崎市 今任 輝代慶 宮崎市 大有 伸一郎 日南市

50歳代 森部　陽一郎 宮崎市 山田　智道 日向市 島田　幸典 宮崎市

40歳代 髙野　偉大 延岡市 加藤　匠 宮崎市 羽根田　大 宮崎市

30歳代 小田原　誠 日南市

18～29歳 村山　健太朗 都城市

小学生 仙波　那琉 大宮小 吉丸　虎太 三股西小 飯干　智小 Ｅ－ＳＴＡＲ

60歳以上 東　　有子 都城市

40歳代 金丸　美保 宮崎市 黛　洋弓 宮崎市

30歳代 水俣　友花 宮崎市 八田　京子 宮崎市

60歳以上 落合　　博 宮崎市 今任 輝代慶 宮崎市 大有 伸一郎 日南市

50歳代 泊　　義浩 宮崎市 赤木　栄次 日向市 吉野　和美 宮崎市

40歳代 細田　　聡 日南市 日高　智宏 日南市 髙野　偉大 延岡市

30歳代 長友　俊之 都城市 小田原　誠 日南市 鍋倉　史一 宮崎市

18～29歳 村山　健太朗 都城市 和田　侑志 三股町 岩丸　琉太郎 宮崎市

池田　　健 都城市 吉野　和美 宮崎市 森部　陽一郎 宮崎市

長友　俊之 都城市 本田　謙一 三股町 岩倉　稔典 宮崎市

藤村　一磨 三股町

池田　　健 日高　智宏 藤村　一磨
長友　俊之 細田　聡 吉丸　虎太
宮副　雅晶 小田原　誠 和田　侑志

園田　昌義 都城市 萩原　利文 都城市 東條　拓也 三股町

島村　芳幸 都城市 柏木　健一郎 都城市 野口　泰文 都城市

東條　眞生 三股町 山﨑　純 宮崎市 柿木　邦利 宮崎市

加藤　美保子 宮崎市 佐々木　沙希 三股町 吹上　睦子 都城市

桜田　昌子 宮崎市 柿木　美理子 宮崎市 中山　ひとみ 都城市

小障害飛越競技L級B

小障害飛越競技L級Ａ

馬　術

４００ｍタイムトライアル 男子

中障害飛越競技M級D

２００ｍタイムトライアル 女子

小障害飛越競技（L級A）：個人

スポーツ吹矢

男　子

６M

８M

１０M

女　子
６M

８M

小学３年生

小学４年生

小学５年生

中学生

１　部

小学６年生

交流戦の部

個人総合

跳馬

令和２年度　みやざき県民総合スポーツ祭　個人種目　結果一覧
２位 ３位

鉄棒

１位部　門　等

青年の部

個人総合

２　部
一般の部

相　撲

小学１年生

小学２年生

三股町

体操・新体操

成年中障害飛越競技（M級C）

女子

体操競技

１ｋｍタイムトライアル 男子

リボン

オープン競技

自　転　車

女子

男子
スティック

低障害飛越競技

小障害飛越競技L級Ａ

小障害飛越競技L級B

５００ｍタイムトライアル 女子

都城市

スプリント

日南市

エリミネーション

１０ｋｍポイントレース

チームスプリント

クラブ

馬場馬術競技（L1課目）

新体操競技

ゆか

跳馬

平均台

ゆか

男子

ボール

クラブ


