
平成２４年度全国高校総体結果一覧(陸上・水泳)

№ 競技名 性 部門 予選 準決勝 決勝 備考 性 部門 予選 準決勝 決勝 備考

100m 平田　勝己 宮崎工業 11秒08：落選 100m 安部　早也加 日南学園 12秒59：落選

200m 平田　勝己 宮崎工業 21秒92：落選 100m 今村　亜子 宮崎商業 12秒41：落選

400m 籾木　慎之介 宮崎工業 48秒53⑤：準決勝へ 51秒00⑨ 100m 松田　優美 宮崎商業 12秒11①：準決勝へ 12秒00②：決勝へ 12秒03：3位 ３位

400m 小野　恭汰 延岡商業 50秒17：落選 100m 村上　香菜子 宮崎北 12秒33：落選

800m 中武　　凌 日章学園 1分58秒43：落選 200m 今村　亜子 宮崎商業 25秒63：落選

1500m 甲斐　智樹 宮崎工業 3分59秒18：落選 200m 松田　優美 宮崎商業 24秒85③：準決勝へ 24秒70：落選

5000m 荒毛　喬也 宮崎日大 14分52秒61：落選 200m 村上　香菜子 宮崎北 25秒52：落選

5000m 森　　湧暉 小林 14分40秒52④：決勝へ 14分25秒53⑭ 400m 近藤　夏奈 宮崎商業 56秒74：落選

5000mW 渡邉　賢司 宮崎工業 24分20秒53：落選 800m 矢野　有希子 宮崎商業 2分19秒60：落選

5000mW 平良　聡偲 日南振徳 24分26秒25：落選 1500m 中村　祐希 小林 4分27秒46：落選

4×100mR 内村・平田・水久保・河野 宮崎工業 41秒75：落選 3000m 中村　祐希 小林 10分6秒56：落選

4×100mR 澤野・春田・甲山・奥松 宮崎大宮 43秒85：落選 400mH 石川　絵理 宮崎工業 1分6秒11：落選

4×400mR 籾木・吉田・水久保・平田 宮崎工業 3分15秒86④：準決勝へ 3分15秒25：落選 400mH 近藤　夏奈 宮崎商業 1分1秒54④：準決勝へ 1分1秒81：落選

走幅跳 富永　尚樹 日南 6m62：落選 400mH 﨑田　奈那 宮崎商業 欠場

三段跳 重村　文哉 宮崎工業 記録なし 5000mW 吉田　紫苑 都城商業 27分17秒02：落選

三段跳 富永　尚樹 日南 14ｍ89④：決勝へ 14ｍ53：落選 5000mW 髙木　百花 日南学園 27分15秒92：落選

棒高跳 大坪　　駿 宮崎南 記録なし 4×100mR 近藤・松田・窪谷・今村 宮崎商業 46秒80①：準決勝へ 46秒70①：決勝へ 46秒93：4位 ４位

棒高跳 津曲　慎吾 宮崎第一 記録なし 4×400mR 近藤・今村・窪谷・松田 宮崎商業 3分52秒22：落選

砲丸投 岩切　大志 宮崎工業 13m80：落選 走高跳 近藤　夏奈 宮崎商業 欠場

砲丸投 上池　翔馬 宮崎工業 13m27：落選 砲丸投 伊知地　千奈 宮崎学園 12ｍ83③：決勝へ 13ｍ03④ ４位

砲丸投 申田　真也 宮崎工業 15m26⑤：決勝へ 15m68：7位 ７位 砲丸投 甲斐　澪奈 宮崎工業 11ｍ82：落選

円盤投 上池　翔馬 宮崎工業 41ｍ50：落選 円盤投 長友　成美 宮崎工業 30m53：落選

円盤投 川瀬　光志郎 宮崎工業 37ｍ46：落選 円盤投 藤坂　彩夏 宮崎北 30m32：落選

円盤投 橋満　雪久 飯野 37ｍ79：落選 やり投 甲斐　澪奈 宮崎工業 40m62：落選

ハンマー投 井上　　和 さくら聴覚 48m12：落選 やり投 前野　　舞 宮崎工業 43m38：落選

ハンマー投 中尾　竜二 宮崎工業 50m73：落選 やり投 髙妻　夏妃 宮崎南 39m38：落選

ハンマー投 原田　徹也 宮崎工業 50m47：落選

やり投 赤木　治憲 宮崎大宮 57ｍ29：落選

やり投 椎葉　正基 宮崎工業 58ｍ16：落選

やり投 蒔元　墾也 宮崎工業 55ｍ05：落選

やり投 渡邉　祐貴 宮崎北 44ｍ17：落選

八種競技 金子　和幸 延岡星雲 5085点：23位

八種競技 中原　帯誠 宮崎工業 5136点：20位

№ 競技名 性 部門 予選 準決勝 決勝 備考 性 部門 予選 準決勝 決勝 備考

3 水泳 男 ２００ｍ自由形 長沼　孝典 宮崎大宮 1分56秒66：落選 女 ５０ｍ自由形 大木場　真由 小林 27秒42：落選

女 ５０ｍ自由形 中山　智予 聖心ウルスラ 27秒75：落選

女 １００ｍバタフライ 大木場　真由 小林 1'01"94：落選
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