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

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 山田　遼河 高1 福川　直斗 高2 黒木　悠杜 高2 中川　晶裕 高1 小松　大智 高1 德丸　将大 高1 野崎　直哉 高1 塚本　颯太 高2

50m 延岡 宮崎日大 妻 都城西 宮崎日大 都城西 宮崎日大 宮崎西

決勝 24.89 25.28 25.83 26.12 26.85 26.97 27.51 27.75

自由形 坂元　滋音 高2 友石　渓司 高1 杉尾　一成 高1 入部　友哉 高2 新田　涼雅 高2 牧野　滉大 高1 山田恭士朗 高1 吉田　光希 高1

200m 宮崎南 富島高校 延岡星雲 佐土原 宮崎南 日南学園 延岡 宮崎日大

決勝 2:00.55 2:01.48 2:05.12 2:15.84 2:21.55 2:21.87 2:26.91 2:27.69

背泳ぎ 新美　敦弘 高2 吉永　涼晴 高2 佐々木啓汰 高1 田中　皓己 高1 徳村　右京 高2 田井麻亜久 高2 甲斐　皓貴 高1 吉野　稜平 高1

50m 都城泉ヶ丘 宮崎日大 宮崎西 高城 日南振徳 宮崎大宮 延岡 佐土原

決勝 30.48 30.98 31.45 31.49 32.35 32.36 32.53 32.96

背泳ぎ 荒木　雄飛 高2 徳村　右京 高2 矢野　心授 高2 河野　享太 高1 渡部　拓己 高2

200m 宮崎学園 日南振徳 宮崎南 宮崎農業 宮崎西

決勝 2:26.31 2:29.61 2:32.72 2:43.16 2:51.21

平泳ぎ 竹之下竜熙 高2 田中　康喜 高1 藤田幸之介 高2 佐々木基治 高1 東　　和哉 高1 椎葉　朝陽 高2 石塚　崇栄 高2 福瀬　一真 高1

50m 都城泉ヶ丘 宮崎西 都城農業 宮崎大宮 宮崎大宮 延岡 宮崎南 宮崎西

決勝 31.76 34.29 34.41 35.43 36.07 36.30 36.80 37.17

平泳ぎ 吉田拓斗 高1 立山　　峻 高2 工藤　大樹 高2 矢野　恵授 高2 長友龍之介 高1 杉尾　利将 高1 中武　知輝 高1 児玉　陽人 高2

200m 都城農業 佐土原 宮崎日大 宮崎南 宮崎日大 佐土原 宮崎西 高鍋

決勝 2:18.75 2:23.05 2:29.40 2:39.33 2:47.28 2:51.13 3:03.89 3:15.34

(県高新) (大会新)

バタフライ 福島　彰悟 高2 徳永　　駿 高2 曽根　健聖 高1 永野　　仁 高2 津田　威 高2 森山　孔明 高2 森　悠斗 高1 渡邊　資生 高2

50m 宮崎北 延岡 宮崎南 宮崎西 都城 都城泉ヶ丘 高鍋農業 宮崎大宮

決勝 26.62 27.90 28.50 28.53 29.07 29.15 29.55 29.73

バタフライ 衞藤　義斗 高2 武内　友希 高2 兒玉　紘汰 高1

200m 宮崎農業 宮崎大宮 宮崎大宮

決勝 2:13.11 2:15.39 2:28.69

個人メドレー 川崎　廉生 高2 吉永　涼晴 高2 石田　晃基 高2 久米　智大 高2

400m 宮崎工業 宮崎日大 宮崎日大 宮崎北

タイム決勝 4:42.65 5:03.77 5:22.14 6:10.82
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平成29年宮崎県高等学校新人体育大会                     男子成績一覧表 

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

メドレーリレー 宮崎日大 高 宮崎南 高 佐土原 高 延岡 高 宮崎大宮 高 宮崎西 高 高鍋 高

400m 吉永　涼晴 高2 矢野　心授 高2 白鳥　義宗 高2 甲斐　皓貴 高1 兒玉　紘汰 高1 佐々木啓汰 高1 浦川　大和 高1

タイム決勝 工藤　大樹 高2 矢野　恵授 高2 立山　　峻 高2 椎葉　朝陽 高2 佐々木基治 高1 田中　康喜 高1 児玉　陽人 高2

福川　直斗 高2 曽根　健聖 高1 吉野　稜平 高1 徳永　　駿 高2 武内　友希 高2 岩崎　英志 高1 満留　翔太 高2

黒木　　駿 高1 坂元　滋音 高2 入部　友哉 高2 山田　遼河 高1 田井麻亜久 高2 永野　　仁 高2 河野　辰悟 高2

4:12.16 Fin. 4:25.78 Fin. 4:25.93 Fin. 4:26.23 Fin. 4:27.71 Fin. 4:35.48 Fin. 5:12.14 Fin.

 1:07.79 1st.  1:08.95 1st.  1:12.67 1st.  1:11.33 1st.  1:09.71 1st.  1:10.22 1st.  1:19.95 1st.
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