
煌めく青春 南関東総体 2014 

第 26年度 全国高等学校総合体育大会 陸上競技結果 

＜宮崎県＞ 

 

●男子 

＜400ｍ＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】7/30（水）   9組 2着までと上位 6人が通過 

 順位 選手名 高校名 記録  

1組 2 野村 一輝 宮崎工業 47秒 60 準決勝へ 

6組 6 大山 和茂 高鍋 49秒 62  

 

【準決勝】7/30（水）   3組 2着までと上位 2人が通過 

 順位 選手名 高校名 記録  

1組 2 野村 一輝 宮崎工業 48秒 01 決勝へ 

 

【決勝】7/30（水）  

 順位 選手名 高校名 記録  

 8 野村 一輝 宮崎工業 48秒 44  

 

＜1500ｍ＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】7/30（水）   4組 3着までと上位 4人が通過 

 順位 選手名 高校名 記録  

3組 4 山村 凱斗 小林 3分 52秒 93 決勝へ 

4組 11 広末 卓 小林 4分 1秒 57  

 

【決勝】7/31（木）  

 順位 選手名 高校名 記録  

 10 山村 凱斗 小林 3分 55秒 16  

 

 

＜4×100ｍリレー＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】7/30（水）   9組 2着までと上位 6チームが通過 

 順位 高校名 メンバー名 記録  

5組 4 宮崎工業 水久保(慶)、桑原、内村、野村(一) 4分 1秒 57  

  



 

＜棒高跳＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】7/30（水）    

 選手名 高校名 記録  

1組 高井 晶 本庄  記録なし 

1組 村崎 秀 宮崎第一  記録なし 

 

＜ハンマー投＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】7/30（水）   4組 3着までと上位 4人が通過 

 順位 選手名 高校名 記録  

1組 28 河野 大吾 都城さくら聴覚支援学校 47ｍ55  

 

＜100ｍ＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】7/31（木）  風：-1.2 9組 2着までと上位 6人が通過 

 順位 選手名 高校名 記録  

1組 6 桑原 雄輝 宮崎工業 11秒 16  

3組 6 川野 孝一 延岡 11秒 11  

 

＜400ｍハードル＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】7/31（木）   9組 2着までと上位 6人が通過 

 順位 選手名 高校名 記録  

4組 4 藤島 廉 宮崎西 54秒 09  

 

＜5000ｍ＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】8/1（金）   3組 5着までと上位 3人が通過 

 順位 選手名 高校名 記録  

2組 17 今西 駿介 小林 15分 28秒 84  

3組  広末 卓 小林  欠場 

 

＜走幅跳＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】8/1（金）   

 順位 選手名 高校名 記録 風 

1組 12 内村 竣太 宮崎工業 6ｍ91 +1.0 

１組 27 河野 凌太 宮崎工業 6ｍ51 -2.1 

2組 27 西田 航大 宮崎大宮 6ｍ75 +0.6 



＜砲丸投＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】8/1（金）  

 順位 選手名 高校名 記録  

1組 24 柳生 恭平 延岡商業 13ｍ58  

2組 14 伊東 聖那 宮崎工業 14ｍ32  

2組 20 黒木 隆汰 宮崎工業 13ｍ63  

 

＜200ｍ＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】8/2（土）    9組 2着までと上位 6人が通過 

 順位 選手名 高校名 記録 風  

8組 7 桑原 雄輝 宮崎工業 23秒 05 -0.9  

9組 2 野村 一輝 宮崎工業 21秒 78 -0.4 準決勝へ 

 

【準決勝】8/2（土）    3組 2着までと上位 2人が通過 

 順位 選手名 高校名 記録 風  

2組 5 野村 一輝 宮崎工業 21秒 63 +1.5  

 

＜3000ｍ障害＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】8/2（土）    4組 3着までと上位 4人が通過 

 順位 選手名 高校名 記録  

1組 14 松元 平河 小林 9分 48秒 63  

 

＜4×400ｍリレー＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】8/2（土）    9組 2着までと上位 6チームが通過 

 順位 高校名 メンバー名 記録  

9組 3 宮崎工業 川越、吉岡、福田、野村（一） 3分16秒06  

 

＜やり投＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】8/2（土）     

 順位 選手名 高校名 記録  

2組 2 河野 充志 宮崎工業 63ｍ71 決勝へ 

2組 9 蛯原 佑貴 宮崎工業 61ｍ57  

【決勝】8/2（土）     

 順位 選手名 高校名 記録  

 5 河野 充志 宮崎工業 65ｍ74  



＜110ｍハードル＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】8/3（日）    9組 2着までと上位 6人が通過 

 順位 選手名 高校名 記録 風  

3組 2 河野 凌太 宮崎工業 14秒 88 -0.1 準決勝へ 

4組 4 高橋 聖矢 宮崎商業 15秒 15 -0.2  

 

【準決勝】8/3（日）    3組 2着までと上位 2人が通過 

 順位 選手名 高校名 記録 風  

1組 2 河野 凌太 宮崎工業 14秒 60 -1.2 決勝へ 

 

【決勝】8/3（日）     

 順位 選手名 高校名 記録 風  

 6 河野 凌太 宮崎工業 14秒 83 -2.4  

 

＜三段跳＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】8/3（日）     

 順位 選手名 高校名 記録 風  

1組 22 鎌田 啓豊 宮崎西 13m80 -0.3  

2組 17 村崎 秀 宮崎第一 14m00 +1.4  

2組  浜田 諒太朗 延岡商業   記録なし 

 

＜円盤投＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】8/3（日）     

 順位 選手名 高校名 記録  

1組 20 杉田 駿斗 宮崎工業 39m41  

2組 28 徳留 勇之介 都城泉ヶ丘 34m92  

 

 

 

  



 

●女子 

＜400ｍ＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】7/30（水）   9組 2着までと上位 6人が通過 

 順位 選手名 高校名 記録  

4組 3 今村 亜子 宮崎商業 56秒 48 準決勝へ 

5組 4 木下 真希 宮崎商業 57秒 52  

7組 5 野島 海莉 宮崎工業 57秒 90  

 

【準決勝】7/30（水）   3組 2着までと上位 2人が通過 

 順位 選手名 高校名 記録  

1組 6 今村 亜子 宮崎商業 56秒 45  

 

＜1500ｍ＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】7/30（水）   4組 3着までと上位 4人が通過 

 順位 選手名 高校名 記録  

1組 7 鬼塚 彩花 宮崎日大 4分 29秒 62  

 

＜4×100ｍリレー＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】7/30（水）   9組 2着までと上位 6チームが通過 

 順位 高校名 メンバー名 記録  

7組 3 宮崎商業 竹島、今村、木下、田代 47秒 76  

 

＜5000ｍ競歩＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】7/30（水）   2組 6着までと上位 4人が通過 

 順位 選手名 高校名 記録  

1組 11 岡山 葉月 日南学園 25分 40秒 44  

2組 10 平下 静菜 日南振徳 25分 53秒 44  

 

＜100ｍ＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】7/31（木）  風：+0.5 9組 2着までと上位 6人が通過 

 順位 選手名 高校名 記録  

2組 7 今村 亜子 宮崎商業 12秒 57  

 

 



 

＜400ｍハードル＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】7/31（木）   9組 2着までと上位 6人が通過 

 順位 選手名 高校名 記録  

4組 7 小川 愛梨沙 都城商業 1秒 4秒 34  

8組 7 坂元 里帆 宮崎商業 1分 5秒 58  

 

＜800ｍ＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】8/1（金）   9組 2着までと上位 6人が通過 

 順位 選手名 高校名 記録  

7組 6 下田平 渚 小林 2分 14秒 14  

 

＜円盤投＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】8/1（金）   

 順位 選手名 高校名 記録  

1組 19 長井 知世 宮崎工業 34ｍ99  

 

＜七種競技＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【最終結果】8/2（土）   

順位 選手名（学校名） 総合ポイント 
 

23 小林 ひかる(延岡商業) 2579 

 100mH 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m 

 15秒76 1m56 7m92 26秒 52 4m97 28m41 2分 29秒 05 

 

＜200ｍ＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】8/2（土）    9組 2着までと上位 6人が通過 

 順位 選手名 高校名 記録 風  

3組 7 今村 亜子 宮崎商業 25秒 65 0.0  

7組 6 木下 真希 宮崎商業 25秒 51 -1.3  

 

＜3000ｍ＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】8/2（土）    3組 5着までと上位 3人が通過 

 順位 選手名 高校名 記録  

3組 11 鬼塚 彩花 宮崎日大 9分 35秒 45  

 



 

 

＜4×400ｍリレー＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】8/2（土）    9組 2着までと上位 6チームが通過 

 順位 高校名 メンバー名 記録  

6組 4 宮崎商業 木下、今村、田代、長倉 3分53秒48  

 

＜走幅跳＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】8/2（土）     

 順位 選手名 高校名 記録 風  

1組 27 冨満 あかね 小林秀峰 5ｍ23 -1.2  

 

＜100ｍハードル＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】8/3（日）   9組 2着までと上位 6人が通過 

 順位 選手名 高校名 記録  

4組 6 窪谷 早希子 小林 15秒 15  

 

＜砲丸投＞ 

会場：山梨中銀スタジアム 

【予選】8/3（日） 

 順位 選手名 高校名 記録  

1組 27 市来 彩華 宮崎工業 10m60  

1組 33 メイン 桜 宮崎工業 9m94  

2組 4 伊地知 千奈 宮崎学園 12m96 決勝へ 

 

【決勝】8/3（日） 

 順位 選手名 高校名 記録  

 3 伊地知 千奈 宮崎学園 14m09  

 

 


