
平成29年宮崎県高等学校新人体育大会                     女子成績一覧表 

2017/09/02 ～ 2017/09/03

会場  KIRISHIMAﾔﾏｻ゙ｸﾗ宮崎県総合運動公園  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 吉富　聖琉 高1 関屋　李菜 高2 日高　萌子 高1 高橋　喬子 高2 野崎　秀夏 高1 石田　千夏 高1 前田　茉衣 高1 後藤万理奈 高2

50m 都城泉ヶ丘 高鍋 宮崎大宮 都城農業 宮崎商業 妻 宮崎南 延岡工業

決勝 30.01 30.21 30.94 31.37 32.21 33.74 36.07 36.09

自由形 時松　桃花 高1 藏本　涼香 高2 吉富　聖琉 高1 後藤明日菜 高1 日高　萌子 高1 前田　茉衣 高1 福原　　望 高1 堀越　妃那 高1

100m 宮崎商業 宮崎大宮 都城泉ヶ丘 宮崎日大 宮崎大宮 宮崎南 佐土原 延岡

決勝 1:01.51 1:04.06 1:04.45 1:06.47 1:09.81 1:18.24 1:22.10 1:27.00

自由形 時松　桃花 高1 藏本　涼香 高2 松永真彩子 高2 黒田　仁美 高2 後藤明日菜 高1 平田　理佐 高1 北川　華子 高2 熊瀬川　舞 高1

200m 宮崎商業 宮崎大宮 日向学院 妻 宮崎日大 宮崎北 日南学園 高鍋農業

決勝 2:14.87 2:18.82 2:20.23 2:22.80 2:27.38 2:29.62 2:44.85 2:49.10

自由形 松永真彩子 高2 黒田　仁美 高2 内村　　盟 高1 北川　華子 高2 熊瀬川　舞 高1 水永　文子 高1

400m 日向学院 妻 都城工業 日南学園 高鍋農業 延岡

タイム決勝 4:51.65 4:57.98 5:18.90 5:42.10 6:02.54 6:54.77

背泳ぎ 児玉　沙由 高2 山下　千尋 高1 坂本　萌夏 高1 兒玉　由衣 高1 加藤　　望 高2 大窪みなみ 高2 小牟田優奈 高1 土井　美鈴 高2

50m 宮崎商業 延岡 日向 延岡商業 都城西 都城西 都城西 延岡工業

決勝 31.85 37.79 37.89 39.16 45.15 47.44 50.50 51.95

背泳ぎ 児玉　沙由 高2 岩山　美咲 高1 兒玉　由衣 高1 山下　千尋 高1 坂本　萌夏 高1 豊丸アンドレアダ 高2 土井　美鈴 高2

100m 宮崎商業 都城工業 延岡商業 延岡 日向 都城西 延岡工業

決勝 1:08.49 1:15.01 1:21.95 1:22.72 1:23.04 1:50.02 2:06.30

平泳ぎ 桐本　夏奈 高2 西田　安由美 高1 水永　文子 高1 谷口　鈴華 高1 日高　星来 高2 杉本　浩奈 高1

50m 宮崎南 高鍋農業 延岡 宮崎商業 都城西 都城西

決勝 40.21 43.61 44.77 48.18 50.92 50.98

平泳ぎ 下村　桃子 高1 糸瀬　胡桃 高1 桐本　夏奈 高2 中井　　凛 高1 西田　安由美 高1 長野　亜美 高2 谷口　鈴華 高1 溝添　莉子 高1

100m 富島高校 延岡 宮崎南 日南振徳 高鍋農業 延岡商業 宮崎商業 ﾄﾞﾐﾆｺ

決勝 1:15.90 1:18.29 1:29.73 1:32.38 1:35.45 1:41.97 1:43.19 1:45.38

平泳ぎ 下村　桃子 高1 糸瀬　胡桃 高1 矢﨑　　光 高2 長野　亜美 高2

200m 富島高校 延岡 宮崎農業 延岡商業

決勝 2:46.85 2:50.26 3:30.53 3:38.04

バタフライ 北住　優佳 高2 柳田　優希 高2 梅原　七瀬 高1 宮本　朱子 高1 豊丸アンドレアダ 高2

50m 日向 延岡 都城西 延岡工業 都城西

決勝 31.03 34.34 39.06 46.70 47.41
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平成29年宮崎県高等学校新人体育大会                     女子成績一覧表 

2017/09/02 ～ 2017/09/03

会場  KIRISHIMAﾔﾏｻ゙ｸﾗ宮崎県総合運動公園  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

バタフライ 北住　優佳 高2 門脇　美月 高1 柳田　優希 高2

100m 日向 宮崎南 延岡

決勝 1:11.17 1:15.89 1:18.09

バタフライ 門脇　美月 高1

200m 宮崎南

決勝 3:02.67

個人メドレー 待鳥　早紀 高2 平田　理佐 高1 高橋　喬子 高2 野崎　秀夏 高1 中井　　凛 高1 矢﨑　　光 高2 近藤　　栞 高1 溝添　莉子 高1

200m 宮崎日大 宮崎北 都城農業 宮崎商業 日南振徳 宮崎農業 日南振徳 ﾄﾞﾐﾆｺ

決勝 2:27.58 2:46.79 2:55.22 2:57.21 3:01.29 3:11.97 3:28.84 3:32.18

個人メドレー 待鳥　早紀 高2

400m 宮崎日大

タイム決勝 5:15.15

リレー 宮崎商業 高 延岡 高 都城西 高

400m 時松　桃花 高1 糸瀬　胡桃 高1 日高　星来 高2

タイム決勝 児玉　沙由 高2 山下　千尋 高1 豊丸アンドレアダ 高2

野崎　秀夏 高1 水永　文子 高1 大窪みなみ 高2

谷口　鈴華 高1 柳田　優希 高2 加藤　　望 高2

4:32.53 Fin. 5:05.35 Fin. 6:03.61 Fin.

 1:01.92 1st.  1:11.18 1st.  1:32.96 1st.

メドレーリレー 宮崎商業 高 延岡 高

400m 児玉　沙由 高2 山下　千尋 高1

タイム決勝 谷口　鈴華 高1 糸瀬　胡桃 高1

野崎　秀夏 高1 柳田　優希 高2

時松　桃花 高1 堀越　妃那 高1

5:12.42 Fin. 5:24.31 Fin.

 1:09.37 1st.  1:21.90 1st.
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